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長期留学報告書 

～何が１番必要なのか～ 

 

      ボーリング・グリーン州立大学  15F0037 上村 直美 

 

私は 2012年 8月 4日に出発し、2013年 6月 8日に帰国しました。自分の人生の中で 1番

と言っていいほどのいい思い出がたくさんできたし、同時に大変な思い出もたくさんあり

ました。また経済的なことで留学を諦めそうになりましたが、家族の支えがあり行くこと

ができてほんとうによかったです。留学という経験により、日本の友人、家族の存在の大

きさ、自分の強さ、弱さを知り、自分の視野を広げることもできました。アメリカで出会

った人々は一生の宝です。自分のこれからの人生を考えるうえでの刺激を受けました。 

 

アメリカの大学に行くことは中学の頃からの夢でした。高校卒業後の進路についてはア

メリカに留学をするのか、それとも日本の大学に行くのか最後、入学式の前日まで悩んで

いました。そこで、日本の大学に行けばアメリカの大学、日本の大学両方の経験ができる

という結論に至り名古屋学院への入学を選択しました。入学してからすぐ、iラウンジに行

き、留学についての質問をして、TOEFLが必要だという事を知ったのですぐにその勉強を始

めました。iラウンジではアメリカから帰ってきたばかりの先輩たちと話すことができ、大

いに刺激をうけて勉強を続けることが出来ました。1年の 6月からずっと TOEFLを受け続け、

その年の 12 月に長期留学に行けることが決定しました。初めは実感がなく、説明会のとき

にやっと自分がアメリカに行けるという事を受け入れました。毎日、浜松から約 3時間か

けて大学に通っているのですが、その時間も利用して勉強したかいがあったと思いました。

留学が決定してからは留学先で必要になる英語の勉強のはじまりでした。JASSOから支給さ

れる奨学金を受けることができて経済的な面でかなりの助けになりました。 

そして、2年生春学期の試験が終了して 2日後に日本を発ちました。空港では家族、友達

に見送られボロボロでした。見送ってくれた人たちのためにもこの留学は絶対成功させな

いといけないと思いました。その時の私は、不安があまりなく、大きな夢ばかり広がって

いました。昔からの夢であるアメリカ留学が、現実になった瞬間だったからだと思います。  

留学先であるボーリング・グリーン州立大学（以下 BG）に行く前、コー大学で一週間の研

修がありました。本当は二週間のプログラムだったのですが BGは他の大学よりも早くため

一週間の滞在だけでした。そこでまさか同じ日本人の早稲田大学からの学生に刺激を受け

るとは思いませんでした。同じクラスを受けていると意見の質が全く違うことに気づき、

英文を書くにしても文法のミスや使っている単語が専門的だったりして、自分との違いが

たくさんあり、この環境の中で成長しなければならないと強く思いました。そして同じ学

年なのにこんなに違うのが許せなく、英語の勉強を本気でしようと決意しました。コー大

学での最終日には、NGUの皆がサプライズでビデオレターを作ってくれ、すごく嬉しかった
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です。最初の頃は全く話したこともなかったのでこんなに仲良くなれるとは思いませんで

した。同じ大学からの留学生として、それぞれの大学で頑張ることを決意して BGへと向か

いました。 

BGの最寄りの空港のデトロイトに着いた時迎えに来てくれたのがインターネットを通じ

て出会った友人でした。写真や skypeを通じてコンタクトはとっていましたが実際に会え

るのか不安でした。彼女があらわれた時はすごくほっとしました。そして BGに到着したと

き興奮状態でした。真新しいファイルをもらってオリエンテーション期間の一時的な部屋

へ案内されました。日本から書類が届いていないということで着いて二日後に血液検査を

されるというハプニングがありましたがそこも乗り越えることができました。毎日アクテ

ィビティがありたくさんの人と出会いました。そこで出会った人たちが ESOLのクラスにい

たりましました。毎日忙しく、新しいことの連続でホームシックは全然なかったです。授

業を履修する時は、アドバイザーの人と川野あきこ先生と一緒に決めていきました。あき

こ先生は問題があった時や、悩み事があるとすぐに相談に乗ってくれました。 

オリエンテーション後には、自分の本当の寮に移動しました。私を含めて日本人留学生

が 5人いたのですが私以外の 4人はクライシャという寮で私はマックという寮でした。日

本人、いや他の国からの留学生も少ない寮にうつるのは本当に不安でした。生活に必要な

ものを近くの店に買いに行った時ボランティアの方々が連れていってくださいました。そ

の一週間後にクラスが始まりました。教科書が高いということに驚きました。中古の教科

書でも高くてびっくりしました。アメリカの歴史の授業をとっていたのですが毎回教授の

話すスピードが速くついていくのが大変でした。同じ授業をとっていた友人がノートを見

してくれたり、テスト前にポイントを教えてくれたりしました。ときどき教授がドーナッ

ツを配ったりもしました。他の授業でも教授手作りのお菓子を持ってきて配るのが普通で

した。その雰囲気が大好きでした。朝 8時の授業があり起きるのが苦痛になった時もあり

ましたが教室は徒歩で 5分以内なので間に合っていました。パジャマで授業に来ている学

生がいて服装を気にする学生もいれば、おかまいなしの学生もいて居心地が良かったです。 

授業と授業の合間には日本語チューターをしていました。そこでたくさんのアメリカ人

の友人ができました。日本語を教えるはずなのに英語を教えてもらうこともありました。

日本語クラブでもその子たちと一緒でした。来たばかりで友人が少ない頃、そこで友人が

できて本当に助かりました。もっと日本のことを勉強すべきでしたが、彼らと一緒に学ぶ

こともありそれが楽しかったです。他にも空き時間に大学の近くの教会でハンドベルクラ

ブに参加しました。10人ぐらいだったのですがさまざまな世代の人がいてお話が楽しかっ

たです。他にも友人の紹介で大学のサークルのようなものにも参加していました。ボラン

ティアをするのが主な活動で留学生一人という環境の中で緊張もしましたが貴重な経験を

しました。 

このように、私はとにかく行動的になることを意識しました。時間は限られているの

でできることは何でもしました。部屋にいても何も変わらないし寂しくて友人や家族が恋
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しくなるだろうとも思いました。アメリカではアメリカ人だけでなくいろいろな国の人と

交流する機会があり自分がいかに国際的な環境が好きかわかりました。アメリカのみが好

きでなくインターナショナルが好きだったのです。そして将来は海外を飛び回りたいと考

えるようになりました。語学力はある程度必要ですがそれよりもコミュニケーション力が

必要なことを学びました。日本に帰国したらコミュニケーションを学ぼうと決めました。

この留学で新しい親友と出会いました。彼女は中国出身で 2015年にアメリカで再会するこ

とを約束しました。 

BG を出る日、カナダの親戚が迎えに来てくれました。日本を発った時以上に泣きました。

いい思い出がたくさんの場所でそこで出会った友人とは今度いつ会えるのかわからないか

らです。しかし、中学の頃に描いたアメリカへの留学に夢が叶ったので、次の海外での就

職、そして世界中にいる友人との再会の夢も思い続けていれば叶うと思います。私は叶え

ます。 

精神的、経済的にも支えてくれた家族に感謝します。 

 

I’ll be back soon!!! 
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留学報告書 

～感謝～ 

 

ボーリング・グリーン州立大学  15F0005 阿部 汐里 

 

私は小学生のころからアメリカに留学に行くということが夢だったので、この留学に対

しての思いはとても強かったです。留学前は英語を話せるようになりたい、アメリカの文

化を学びたいという気持ちで留学に行きましたが、留学から帰ってきた今ではそれ以上の

ことを得て成長して帰ってこれたのではないかと思います。友達や先生方からよく留学生

活の 1番の思い出を聞かれることが多いのですが、毎日いろいろなことがあり刺激を受け 1

番を決めることができないくらい充実した日々を送ることができました。 

Bowling Green大学（BG）は日本人がほとんどいなかったので英語を学ぶ環境としてはと

てもよかったです。レギュラーのクラスでは最初のころは日本人がいなくて心細かったり、

授業についていくのが大変でした。宿題もとても多く最初の頃は毎日宿題に追われていま

したが、だんだんタイムマネージメントができるようになり時間に余裕が持てるようにな

りより充実した生活が送れるようになりました。わからないことや授業の相談などするた

めに担当の先生の研究室に行ったりして授業についていくことができました。授業ではグ

ループになりプレゼンテーションやディスカッションをする機会が多くありました。ネイ

ティブの人のように流暢に話せなかったり理解できないことがありましたが、みんな丁寧

に教えてくれ、私の意見もきちんと聞いてくれました。ある授業のプレゼンテーションで

は私の意見にみんなが賛成してくれて私の提案した構成でプレゼンテーションをすること

になりました。その時はみんなから認められた気がしてとてもうれしかったのを今でも覚

えています。 

留学の最初の頃は日本人が全くいないため、日本語を話す機会があまりなく毎日大好き

な英語を使いコミュニケーションを取るという環境を楽しんでいました。さらに自分から

積極的に話しかけ友達もたくさんできました。しかし、留学生活が 3 か月を過ぎても自分

の英語の成長が全く感じられませんでした。最初は英語ができなくてもまだ来たばかりな

のでしょうがないという気持ちや英語を流暢に話せるようになりたいという前向きな気持

ちでいっぱいでしたが時間が経つにつれてだんだん焦りに変わってきました。そして最初

のように積極的に話しかけることもできなくなってしまいました。そんな時、部屋が近く

で仲の良かった中国人の部屋に相談しに行きました。話そうとした途端、今までに味わっ

たことのない感情がこみ上げてきて自分でも驚くくらい泣いてしまいました。そしたら同

じ階に住んでいる友達が集まってきてくれてみんなで私を抱きしめて励ましてくれました。

周りのみんなはどんどん英語が上達していっているのに私一人置いて行かれているような

気がしていましたがこの時のみんなのおかげでまた前向きになることができました。 

この留学では日本にいたら経験することができないとても貴重な経験をすることができま
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した。友達はアメリカ人だけでなく世界中から留学生として BGに来ていた中国、韓国、サ

ウジアラビア、ブラジルなど様々な国の人と友達になり会話することによってその国の文

化を学ぶことができました。語学の面では、アメリカ人に囲まれその中で一緒になって楽

しく会話している自分がいつの間にかいました。周りのみんなからも英語上手になったね

などと言われて特に久しぶりに会う友達は驚ろいていました。自分では気づかないうちに

成長していて、周りのみんなから成長したと言われることがとても嬉しかったです。私が

成長できなのは周りの人の支えがあったからです。BG の人だけでなく、日本にいる人も応

援してくれたおかげでつらいことを乗り越え成長することができました。この留学生活で

は文章では伝えられないくらいのとても貴重な経験ができたので、これから留学に行く人

には自分自身の成長につながる留学生活を送ってほしいと思います。 
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長期留学報告書 

～この先へ・・・～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校  15F0124 平田 翔士 

 

 今振り返ると、アラスカに留学することができて本当に良かったと思います。こんな経

験を出来たのも、今の大学生活中しかできないと思いました。アラスカという土地で、ア

メリカ人の友達だけでなく、ヨーロッパ人、アフリカ人、アジア人などさまざまな地域か

ら来た学生と友達になり、数多くの思い出と経験を得ることができました。本当に楽しか

ったです。 

８月４日、僕は日本を出発し、アメリカでの留学生活が始まりました。まず、僕はアイ

オワ州にあるコー大学で２週間のプログラムに参加しました。コー大学にいるときは、ま

だ自分の中で留学に来ている実感が薄かったです。この２週間、毎日夜遅くまでみんなと

勉強していたことが印象深く、また毎日、新鮮な気持ちで過ごすことができました。UAFで

の留学を前に、コー大学でプログラムを受けられることができて本当によかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 8月 20日にアラスカのフェアバンクスに着きました。事前に Wildness welcomeに申し込

みをして、22日から３泊４日の Backpackでデナリ国立公園まで行きました。僕にとって初

めての Backpackでしたが、グループのみんなと楽しく４日間過ごすことができ、とてもい

い思い出になりました。この Backpackが終わると、いよいよアラスカでの僕の留学生活が

スタートしました。 

Fall semester は、Writing, Career Success, Swimming, Rock Climbing, ３つの English 

skills のクラスを履修しました。最初の１ヶ月ぐらいはそれぞれの授業で先生が話してい

ることを理解して応えるのに精一杯でした。授業で仲良くなった友達ともうまく会話がで

きず、自分が情けないと感じていました。そこで僕はどうにかして英語が聞き取れるよう

にしたいと思い、休日には映画を見たりラジオを聴いたり、単語の勉強をしました。留学

が始まって３ヶ月ぐらいすると、だんだん友達やルームメイトとの会話が増えて、少し余
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裕が持てるようになりました。ルームメイトはテキサス州出身だったので、テキサスのこ

とについていろいろ話を聞いたり、アメリカで話題になっていることなどを一緒に話しま

した。授業の方では、毎回どのクラスも宿題が出たけれど、宿題はあとに残さず、すぐに

とりかかるように意識しました。日本にいるときとは違って、とても 1 semesterが過ぎて

いくのが早いなぁと感じました。Semesterの半分が過ぎたあたりから、本当に 1週間があ

っという間に過ぎて、気づいたら 12 月になっていたという感じでした。アラスカの気候は、

10月ごろから寒くなり、雪も降り始めました。１１、１２月は外を歩く時が辛く、顔じゅ

うがあまりの寒さで痛かったです。 

Fall semesterが終わる２ヶ月前ぐらいから、winter breakの計画を友達と一緒に考え

ました。Winter breakが 1ヶ月しかなかったので、僕たちはアラスカから行きやすく安く

済むように考えた結果、ハワイで過ごすことにしました。ハワイではアラスカではできな

いウォータースポーツを楽しみました。ハワイでの 1ヶ月も風のように過ぎていき、１月

１５日にアラスカに戻りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１７日から spring semesterがスタートしました。この学期は何のクラスを取ろう

か悩みましたが、最終的には Writing, German, Reading, ２つの Swimmingのクラスを取り

ました。Swimmingは fall semesterのときに先生ととても仲良くなり、またクラスの雰囲

気も良かったのでもう一度取ろうと考えていました。また履修変更期間中にもうひとつの

conditioning swimmingを履修しようか悩んでいましたが、スイミングの先生と相談して

2時間連続でとっても大丈夫だったので、履修することに決めました。ライティングのクラ

スは、自分がライティングを苦手分野にしていたので、この留学を機に苦手意識を直そう

と考え、前学期に引き続いてもう一つ上のレベルのクラスを取りました。そしてリーディ

ングのクラスも同じような考えで取ることに決めました。ドイツ語のクラスは、自分がも

っとドイツ語を話せるようになりたいという思いから履修することにしました。週４日で

毎日宿題が出て大変でしたが、先生がドイツ人で授業中は８割程度ドイツ語で進められて

いくので、とてもいい勉強になりました。最初はさっぱり何をしゃべっているのかわかり
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ませんでしたが、クラスメイトに聞いたり、先生のオフィスで個人的に勉強することを積

み重ねていき、今は自分の中で少し改善できたかなぁと感じています。Spring semesterも

月日が流れるのがとても早く感じ、あっという間に終わってしまったという気持ちです。 

けれど、fall, spring semesterのどちらも充実した留学生活を過ごすことができました。

留学に行く前は、いろいろと不安があったけれど、実際行ってみれば何とかなると思いま

した。 この留学をきっかけに、さらに自分のゴールに対する気持ちが強くなり、ゴールに

向かって今以上の努力を大学生活中は続けていかないといけないと思いました。将来の自

分を見据えて、どんなことに対してもこの先へ行くんだというハングリー精神で進むべき

だと確信しました。この留学というひとつの経験が無駄にはならないように・・・ 
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長期留学報告書 

～ネイティブアラスカンからの教え～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校  15F0166 吉田 藍 

 

私にとってこの留学は初めての海外での経験になりました。海外へ行くことが初めてとい

うこともあり始めはとても不安が大きかったのですが、しだいにアラスカでの生活に慣れ

ていきワクワクすることが多くありました。私は大学内のアパートで生活をしていたので

留学中は毎日自炊をしていました。ルームメイトは 3人いましたが、アメリカ人とカナダ

人で英語でのコミュニケーションに自信がなく、最初は恥ずかしくてどうやって距離を縮

めたらよいのか分からないでいましたが、日本料理をふるまったら「美味しい！」といっ

て食べてくれ日本にも私にも興味を持ってくれるきっかけとなりました。休みの日はそれ

以来一緒にお菓子作りをしたりパソコンで映画を観たりもしました。一緒に生活をしてい

く中で意見の食い違いからケンカをすることもありましたが本当に心を許しあっているの

だと思えて仲直りをした後は一層絆が強くなりました。 

大学での授業は、チャレンジをしたいと思い全てレギュラークラスを選択し受講しました。

2学期間を通して特に思い出に残っているのは「Native Culture of Alaska」と「American 

Sign Language」のクラスです。アラスカ文化の授業は先生が板書をすることが一切なく 90

分間喋りっぱなしというもので、最初はノートテイキングもまともに出来ずにいましたが、

3か月が過ぎたあたりから心にも余裕が出来始め自分でもリスニング力の成長を感じられ

るほど先生の話を聞き取ってノートを取ることが出来ました。1カ月に 1回ほどのペースで

ある授業内でのプレゼンでは緊張から自分の思った通りの出来にならなくても私の頑張り

を先生やクラスメイトが認めてくれたのかプレゼンの後はいつも「You did a good job!」

と笑顔で褒めてもらえて、とても温かい気持ちになったことを今でも覚えています。また

大学内にネイティブアラスカンに関する博物館があり授業の一環で見学に 2回訪れました。

私は気に入って学生は無料で入館することが出来ることもあってプライベートでも何回か

足を運びました。 

アメリカ手話は、私は言語を学習することが本当に好きで日本手話も勉強していたので受

講しました。秋学期にレベル 1のクラスを、春学期にレベル 2のクラスを受講し 2学期間

に渡って学習しました。クラスではほとんど声を出しての会話は認められず、いかなると

きも授業中は手話を使わなければならないのが大変でした。私は日本人で英語もネイティ

ブのように流暢に話せるわけではないので手話だけのコミュニケーションに毎回必死で付

いていきました。しかし私がこうまでして頑張れたのにはクラスメイトのサポートがあっ

たからです。毎週、週に一回のペースで授業以外の空き時間にクラスメイトと何人かで図

書館に集まって自主練習をしました。授業内だけでは理解できない私の為に自分の時間を

割いてまで、一つ一つの手話を丁寧に教えてくれました。そのかいあって、学期テストの



12 
 

実技では、他のクラスメイトに負けない評価をもらうことができ、私は自分の成績の評価

ではなく、みんなのサポートにやっと応えることが出来たことと、みんなが自分のことの

ように喜んでくれたことに嬉しく思い心から感謝しました。 

冬休みや夏休みの長期休暇はアラスカの首都であるアンカレッジに滞在することが出来ま

した。休暇中は大学の友人の家にホームステイをさせてもらいました。友人も友人の家族

のみんなも、私を家族の一員として扱ってくれて、クリスマスには家族一同が集まる席に

私も一緒に参加してみんなで食卓を囲みました。私がピーナッツアレルギーを持っている

ことを知っていた友人は、そのことを事前に家族に伝えてくれており料理にも気を遣って

くれました。またクリスマスプレゼントを私にまで沢山用意していてくれたのには本当に

驚きと感謝で涙が止まりませんでした。アメリカの家庭文化を体験しただけではなく、家

族の温かさ、優しさに触れ、家族という存在が大切であることに改めて気づかされるきっ

かけとなりました。 

アラスカでの体験はすべてが新鮮で、そのほとんどが日本では経験できないことでした。

冬場は平均―40度と考えられないほど寒く、1日 3食きちんと食事をしなくては寒さで体

力が持たないことを知り、食がいかに大事かを思い知らされました。また、アラスカはム

ースやカリブーといった動物を狩って食べる習慣がよくあります。アラスカの人たちはそ

のような動物に敬意と感謝の念を持っています。私も食べさせてもらえる機会がありまし

たが、思っていたような臭みはなくソーセージがとても美味しかったです。 

私が留学に行っていた期間はちょうど何十年に一度というオーロラの当たり年でした。ア

ラスカではオーロラとは言わずに Northern Lightと呼ぶ方が多いです。一番寒い 1，2月

にはほぼ毎日といっていいほどオーロラが空に広がり肉眼でしっかりオーロラの波動く感

じも見ることが出来ました。人生で初めてアラスカでオーロラを見ることが出来て本当に

感動した出来事でした。 

アラスカは自然がとても豊かです。人々がその大自然に寄り添って生活しているのだと思

いました。またアラスカの人々は心優しい人が多いと思いました。人々もその人たちの生

活も飾らないシンプルなもので、元からあるものを十分に生かしているその文化はネイテ

ィブアラスカンからの教えなのではないかと身をもって感じ、体験することが出来ました。 

また機会があればぜひアラスカに行って、留学を通してできた沢山の友人と再会をしたい

と思います。そのためにも、留学を通して経験したこと感じたことを無駄にしないで、さ

らに英語学習、国際交流を積極的に行っていきたいです。 
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長期留学報告書 

～留学を終えて～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校  15E0113 金成 宏和 

 

 ～始めに～ 

 今回の留学で、私は本当に多くの方、出来事に出会うことができ、そこから多くの事を

学ぶことが出来ました。そして、そのような多くの貴重な経験をすることができたのは、

本当に多くの方、教授の方、国際センターの方、仲間、家族、そして、私が出会った多く

の方たちのおかげです。この場を借りて感謝の意を示したいと思います。本当に、有難う

御座いました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 ～留学を終えて～ 

 留学を終えてですが、初めにでも記したように、私は本当に多くの事を体験しました。

それは恐らく文章では書ききれないくらいです。そのため、今回は、そのような多くの経

験をした自分自身が常々に感じていたこと、気づいたことを書きたいと思います。 

 多くの経験を振り返ってみると、3つの言葉、力が私の中にありました。それは、”勇気”、”

つながり”、そして、”努力、あきらめない気持ち”です。そのため、今回は、留学を終え

てと題して、その 3つの力について、アラスカに着いて、一番初めに行った、自然教室を

主にして、紹介したいと思います。 

 私が今回参加したのは、2泊 3日の自然教室です。私は、バックパックという、ハイキン

グとキャンプを繰り返すイベントに参加したのですが、始めは自分の決められたチームの

メンバーと、なかなか話すことが出来ませんでした。何故なら、私はお世辞でも余り英語

が話せるほうではなかったからです。そして、更に私は、その程度の英語能力しかないこ

とを自分で理解しており、そのため、不安になり、話すことを避けるようになっていたか

らです。 

 この経験は本当に悔しいものでした。実際には、英語能力は余り関係がなく、”勇気”を

持って、一言、仲間に何かを言えばよいだけでした。しかし、私はその”勇気”をなかな

か持てずにいました。 

 しかし、私はあきらめませんでした。何故なら、絶対に仲間と話したい、という強い気

持ち、”あきらめない気持ち”があったからです。そして、ハイキングが始まった時に、グ

ループは縦列になりました。そこで私は、これなら話しやすいと考え、遂に”勇気”を振

り絞り、後ろのチームメイトに話しかけました。 

 そうすると、その子は、喜んで私と話してくれました。その子は、私が車の中で緊張し

て余り話せてなかったことを気にかけてくれていたのです。その時、私は更に自分がなか

なか勇気を出さなかったことを、後悔しました。しかし、その後は、様々なことをその子
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と話し合うことができ、“勇気”を出してよかったと心から思いました。 

 少し話はずれますが、この自然教室の時に出した、勇気、努力（あきらめない気持ち）

が、この後の色々な場面で私に力をくれたと思います。例を挙げますと、その後の授業で

は、本当に自分がしたい授業に挑戦するという勇気を持つことができ、そこで、魅力ある

講義を受けることができ、また、気の合う、素晴らしい仲間達に合うことが出来ました。

そして、勉強面では、日々の生活では、誰にも英語の勉強をしろとは言われませんでした

が、”絶対に、留学中に、私の仲間とネイティブの人の様に、すらすらと話をしたい”とい

う思いを持ち、あきらめずに必死に勉強をつづけました。 

 話は戻り、自然学習の事ですが、後ろの子と話せるようになった後に、私は最後の一つ、”

つながり”について学ぶことができました。それは、初日のハイキングが終わりに近づい

ていた時です。 

 もう少しで目的地のキャンプエリアというところで、その日、一番の険しい道に当たり

ました。それは、池の近くの道で、道の両端が木や草に囲まれており、上がったり下がっ

たりの激しい道でした。そして、チームの皆が更にきつそうな顔をしました。 

 そこで、私は思ったのです。”ハイキングを始める前は、私がなかなか話をできず、チー

ムメイトに心配をかけてしまった。チームメイトのために、お返しではないが、何かでき

るとしたら、今ではないか。” 

 そして、私は自分でも不思議でしたが、気づいた時には、今まで話していなかった、辛

そうな顔をしているチームメイトの名前を呼び、”大丈夫？”と聞いていたのです。そして

それから、他の子にも声をかけ、励ましました。そうするとどうでしょうか、さっき気に

かけたメンバーたちが、今度は私に同じように、励ましの言葉をくれたのです。 

 言葉で言うと、大分空しいものになってしまうのですが、”つながり”というものを強く

感じました。英語が話せるか、話せないか、国籍、人種などは関係なく、私たちは、お互

いを思いやることによって、”つながり”を気づけたのです。 

 このことは本当に嬉しいことでした。言うまでもなく、その後の自然教室では、いつの

間にか、お互いにジョークを言い合い、励ましあい、色々なことについて語り合うことが

出来ました。 

 そして、この時に学んだ、”つながり”の大切さは、他の多くの場面でもあらわれました。

具体的な経験を述べますと、寮で一緒になった何人かの仲間達には、今まで自分が余りし

たことがなかった、お互いの将来の夢、生活を語るほどの仲になり、更に、”つながり”を

大切にしました。また、ダンスの教室で知り合った仲間達、授業で仲良くなった仲間達、

そして、私を必死にサポートしてくれた Professorに合うことができ、同じように、素敵

な”つながり”を築くことが出来ました。 

 このように、上記では、主に自然教室の経験から、3つの力を説明しましたが、この他の

多くの経験、（旅行をした時、普段の勉強で、更に自分の英語力を上げるためにした、数々

の工夫、イベント参加、授業内の仲間との協力、学校外での人と話す計画など、多くの場
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面）でも、同じく３つの力があったと思います。 

 

 ～最後に～ 

 このように、私の留学には常に”3つの力”が有り、また、あるように努力しました。そ

して、今は日本に帰国し、英語の使用、異文化に触れるということは余り多くないですが、

しかし、この日本でも私は、”3つの力”が必要だということを知りました。 

 何故なら、何かを始めるためには、“勇気”がいりますし、また、何かをするにも、続け

るにも、人との“つながり”が必要だからです。そして、何かを始めた後は、目標に向か

っていく、“努力、あきらめない気持ち”が必要だと考えたからです。 

 そのため、私は、たとえ日本にいても、この 3つの力を意識し、更にこれからいろいろ

なことに挑戦をしていきたいと思います。そして、いずれは、私が日本のため、世界のた

めに、何かができることを、心より切望しています。 

 最後になりましたが、この拙い文書に最後まで付き合っていただいたことに、感謝をし

ます。有難うございました。 Have a great day!!! 
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長期留学報告書 

～留学に行って良かった！～ 

 

コー大学  15E0179 清水 菜央 

 

 私は留学を通して英語力はもちろん、人として成長出来ることが出来ました。そして、

たくさんの国の人と出会うことが出来ました。だから今回、この報告書では私が留学を通

して、どのように成長出来たか書きます。 

 まず、英語面です。正直、留学１年では自分が描いていた“英語がペラペラな人”には

なれませんでした。確かに、リスニング力はついたと思います。映画を観ることに関して

の抵抗もなくなりました。しかし、スピーキングの力がまだまだ足りないと思いました。

前期の秋学期は ESLの授業だったので、どんなに私の英語が不格好でも先生方は理解して

くれたし、遅いピードだったので議論にも参加することが出来ました。しかし、春学期に

は現地の学生と一緒にレギュラー授業を受けていたので、授業についていくのに必死でし

た。また、アメリカの大学は日本の大学とは違って、どんな授業でもディベートがあり、

宿題の量もものすごく多かったです。でも、そんな中でも私の英語が成長できたなと実感

したときがありました。それは、１番仲が良かったアメリカ人の友達エリックに、“ナオが

１番英語上達したと思うよ”と言われたときでした。言われた時は、本当にうれしかった

し、留学して良かったと心から思えました。また、春学期になって授業が同じ友達も増え

ました。まだ自分の中では、満足いく英語力ではないけれど、留学という経験は少なから

ず、自分の英語力を発達させたと思います。また、TOEFLのスコアも少なからず上がりまし

た。そして加えて、私のいたアイオワ州は大学から一歩でると、アジア人さえ珍しい所だ

ったので、英語を真剣に勉強したかった私には適した環境でした。生徒たちも、大学に入

学するまでは、日本人と関わったことのない人が多かったので、日本の文化や流行に興味

を持ってくれる人がたくさんいました。 

 次に、英語以外に人間として成長できたことについて書きたいと思います。一言で言う

と、“人間として強くなった”と思います。それは日本では体験できないことを、毎日して

いたからだと思います。まず、言語で上手くコミュニケーションがとれない生活という生

活が大きかったです。日本で生活をしていたら、一生英語をしゃべらなくても生活は出来

るし、容易にコミュニケーションもとれます。しかし、私の留学生活ではどんなに頑張っ

て相手に自分の意思を伝えようとしても、相手に何回も聞き返されたりすることや、理解

されなかったことがたくさんありました。また私の英語のボキャブラリーが足りなくて、

会話が続かない時もありました。だから、アメリカ人と話すのが怖くなり、英語じゃなく

て日本語を話し続けたいと思うことが多々ありました。でも、そんなことを思っている時

間がもったいないと思ったし、なにより、一緒に留学している日本人や他の国の友達も言

語を学ぶにあたってぶち当たる壁であって、みんながその壁や苦悩を乗り越えている姿を
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見て、自分も頑張らなきゃと思えました。また、困った時に、親身に相談にのってくれる

友達にとても助けられました。アメリカ人の友達は、私の英語にもっと自信を持っていい

と毎回言ってくれたし、同じ境遇をもつ留学生は、私に解決法をいつも提供してくれまし

た。そして、コミュニケーション以外にも日々の生活でも私は強くなりました。私は留学

する以前は、実家暮らしで親のもとを離れて生活したことがなかったので、いつも両親に

助けられて生活していました。しかし、留学中は違います。寮で赤の他人で人種も文化も

違う人たちと生活をしなければならないし、生活でいるあらゆる作業を自分一人でしなく

てはなりません。幸いにも私の大学は、カフェテリアで毎日食べることが出来たので、食

事の面では困りませんでした。でも、両親の有難みをすごく実感する１年だったし、一人

で全く知らない異郷の地で生活するのはこんなに辛いのだと実感しました。また休暇中の

計画も自分たち自身でやらなくてはなりませんでした。旅行券の発行、ホテルの予約を英

語のウエブサイトで探さなくてはなりません。日本でもあまり自分で行ったことのないこ

とをアメリカでやらなくてはいけないので、これもまた根気のいる作業でした。そして、

旅行先についても上手く現地の人とコミュニケーションをとれません。このように、日本

では経験できないことアメリカでたくさん経験してきて、それを自分自身で解決してきた

ので、人間としてものすごく成長したと思います。そして、留学する前は色んな人に頼っ

て生活をしていなと思いました。 

 そして、最後に留学を通して思ったことを書きたいと思います。私は、アメリカに留学

して、アメリカとは本当に広くて大きいなと思いました。 
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長期留学報告書 

～積極的に取り組む大切さを知った 1年間～ 

 

                      コー大学  15C0172 長谷川 敬 

 

私がアメリカに留学して一番意識的に変わったことは英語が勉強のツールからコミュニ

ケーションをとるためのツールに変わったことです。私は英語がはっきり言って苦手でし

た。苦手なまま後回しにしおくのはよくないと感じたことがきっかけで英語の勉強を始め

ました。なんとか交換留学生に選ばれアメリカに留学することができました。 

留学当初は相手が何を言っているのかもわからず、なんと言っていいのかもわかりませ

んでした。宿題で何をやればいいのかもわからない、先生が何について話をしているのか

もわからない、そんな不安しかない状況で私は最初逃げ出したくなりました。日本にいる

とき何とかなるだろうと思っていたことがとても恥ずかしくなりました。語彙力のなさ、

文章構成力のなさ、リスニング力のなさすべてがとても恥ずかしく感じていました。そし

て英語から逃げかけていました。 

ある日どうしていいのかわからなくなりパニック寸前になったときに、インターネット

の動画サイトを見ていたときに海外でプレーする日本の選手がインタビューに英語で答え

ている動画を目にしました。その選手は英語が特別上手な訳ではなくその動画では馬鹿に

されていましたが、恥ずかしがらずに堂々と話をしていました。その動画を見た時に私は

英語から逃げようとしている自分が一番恥ずかしいと思い、その選手のように自分も堂々

と英語から逃げることなく向き合っていこうと思いました。 

その時、自分自身の中に海外でも通用すると思えるスキルを探した時、自分は誰とでも

仲良くなることのできるコミュニケーションスキルがあると思い、そのスキルをどんどん

使っていこうと意識的に変えることができました。積極的に話しかけていったり、何か催

しがあると聞いたら参加したり、発表会ではピアノを演奏したりと日本では体験しなかっ

たような恥もかきましたが諦めずに積極的に行動してきました。そうしていくうちにアメ

リカ人の友人ができ、その友人と話すために英語を勉強し、順調にコミュニケーションが

取れるようになってきました。なかには私のことを馬鹿にしてくるアメリカ人もいました

が、逃げることなく接していくうちに帰国するときには仲のいい友人になれたことは私に

とってとてもいい思い出です。 

ある日、フランス人と中国人の友人と話しているときに私たちの母国語は全員違うのに

コミュニケーションをとれているって面白いねという話になりました。誰かがどちらかの

国の言語を覚えなくても英語だけでコミュニケーションをとれているのはすごいと話して

いるときに、英語はコミュニケーションをとる上でとても大切なツールなんだと改めて実

感しました。そしてアメリカ人の友人が私に言ってくれた言葉でとてもうれしかったこと

があります。それは「お前の英語は決してうまいわけではないけど俺たちにはすごく伝わ
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るし聞くことができる。一生懸命さが伝わるからだよ。お前のコミュニケーション能力が

うらやましい。」その友人は宗教の理由で前期で大学を辞めてしまいましたが、その言葉に

何度も救われました。私はコミュニケーションスキルがどこでも必要なスキルなんだな改

めて実感し、その上で英語はとても便利なコミュニケーションツールだと感じました。  

また私はアメリカで起こる経済格差や差別、文化なども目の当たりにし、数々のカルチ

ャーショックをうけました。アメリカに行く前、私はアメリカは自由で明るい国なんだと

感じていました。シカゴ、ニューヨークに旅行に行ったときに私は目をうたがいました。 

そこにはたくさんのホームレスがいて、お金を要求してきました。なかには家族全員で寒

い中毛布に身を包みお金を要求してくるホームレスもいました。街中で「GIVE ME JOB」、

「GIVE ME MONEY」「I’m hungry」 の文字を見かけました。その光景は自分の想像して

いたニューヨーク、シカゴとは全然違うものでとても驚きました。そうした都会ではもち

ろん高級車に乗り立派なスーツを着ている人もいたりして、アメリカの光と影を少し見た

ような気がしました。その時に国の政治が悪いという声や、今の政治は私たちに何もいい

ものをもたらさないという声を聞き、アメリカ人にとって政治はとても重要で生活にかか

わってくるものなんだと知りました。 

そんな中私たちが留学をしている際に大統領の選挙戦がありました。大学でもものすご

く盛り上がっていて一種のお祭りのようになっていました。友人からは日本の政治はどん

ななんだ？とか何を基準にいつも投票してるんだ？などを聞かれ、あまり答えることので

きない自分が恥ずかしくなるとともに、日本はアメリカと比べると政治と国民に距離感が

かなりあると感じました。 

またアメリカで少し差別されていると感じたこともありました。大学や旅行先で日本人

を差別するアメリカ人も少なくはありませんでした。友人になりたいと思い話しかけても

無視をされたり、私にはわからないようなスラングで仲間たちとののしってきたりと辛い

思いをしたこともありました。いきなり車から悪口を言われたり、日本に住んでいた時に

は差別を直に感じる機会がなかったので、とてもショックな出来事だったことを今でも覚

えています。なくなることはないのかもしれませんが少しでもアジア人に対する差別、肌

の色に対する差別がなくなればいいと感じました。 

私は ESLの先生がハロウィンパーティーを開催してくれたため、ハロウィンの日に先生

の家にお邪魔したのですがとてもいい文化だと感じたのをものすごく覚えています。みん

な仮装し子供たちがお菓子をもらいに来たり、もし子供たちの訪問に答えれなかったら、

悪戯をされたりととても暖かい文化だなとかんじました。また大人も真剣に取り組んでい

る姿をみて、ほんとにフレンドリーな国だなと思いました。日本では恥ずかしさが先行し

て全力でやれないようなこともアメリカでは皆が全力で一つのことを楽しもうとしている

姿勢にとても感心しました。 

私は、アメリカで数々の体験をし、充実した日々を過ごせたと思いますが、もっと語彙

力があればもっといい留学生活を送れたのではないかと感じています。またこの留学を通
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して、積極的に行動することがとても重要なんだと思いました。「Don’t be shy」「Be brave」 

この 2つはとても大切だと思います。何か行動しないと何も起こらないので失敗を恐れず

に何事にも挑戦してみる姿勢を身につけた 1年間だったと思います。この姿勢を忘れずに

これからの人生にいかしていきたいと思います。勉強するだけのものだった英語がコミュ

ニケーションに変わり、その英語を通じいろいろな世界の人とつながることができました。 

英語の勉強をこれからも続け、英語力の向上に取り組んでいきたいです。 
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長期留学報告書 

～自分の成長～ 

 

天津外国語大学  15F1046 西村 優希 

 

天津外国語大学は多言語、多学科で、開放的な大学であり、また中国で最も早く設立さ

れた外国語専門８大学の内の一つです。1921年に天津外国語大学の前身の一つである天津

工商大学が馬場道にキャンパスを建てて、後に津沽大学、河北大学へと大学名を変更しま

した。2010 年、教育部の許可を得て、天津外国語大学へと名称を変更し、現在、馬場道と

濱海の二つのキャンパスを持っています。馬場道キャンパスは天津の市街地に位置し、キ

ャンパス内の建物の多くはヨーロッパ風であり、シックなデザインで、キャンパス全体は

美しく閑静であり、天津市十景の一つになっています。天津外国語大学は現在大学院、英

語学院、日本語学院、欧州言語文化学院、アジア•アフリカ言語学院、国際商学院、渉外法

政学院、漢文化伝播学院、教育技術と情報学院、国際交流学院、基礎科目教学部、体育教

学部、応用外国語教学センター、継続教育学院といった 14の教学機関を持っています。そ

して英語、日本語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、朝鮮語（韓国語）、イ

タリア語、ポルトガル語、アラビア語、スワヒリ語、対外中国語、国際経済貿易、金融学、

法学、国際政治、教育技術学、情報管理と情報システム、新聞学、行政管理、中国言語文

学、経済学、人力資源管理、マーケティング、財務管理、関係学、翻訳•通訳、広告学、伝

播学、観光管理、アニメーションなど 31の本科専攻を持っています。 

2012年 8月から人生 2回目の留学生活が始まりました。大学一年生の特別留学と違って

半年間の留学経験があるので、今回の留学はスムーズに物事が進み、心配もあまりなく体

調も良好でした。天津外国語大学の寮はとても綺麗で設備が整っていて生活しやすい環境

です。ルームメイトはウクライナ出身で、とても可愛く、親切な子でした。ルームメイト

は５年間中国語を学んでおり、現在大学院生で流暢な中国語を話します。お互い夜は部屋

にいることが多く、時間がある時には中国語を教えてもらっていました。名古屋学院大学

に留学していた天津外国語大学の中国人の友達とも天津で再会することが出来、大学周辺

の美味しいお店や便利なスーパーなど案内してもらいました。 

特別留学から半年ぶりに天津に訪れ、久しぶりに再会した友達から「帰国して半年間の

間にまた中国語が上手くなったね！」と言われました。日本にいる時は中国にいる時ほど

中国語を話していなかったため、成長した実感がありませんでしたが、別の友達も半年前

と比べると、現在、流暢に中国人の友達と交流をしているのを見て、共に成長しているん

だなと実感しました。 

学校では、特別留学と同じシステムで、最初に試験をし、自分のレベルに合ったクラス

に行きます。授業が始まり、自己紹介、授業内容の説明がありました。留学生活が始まっ

てすぐに、尖閣諸島の問題で、反日デモの事件があり、日本にいる両親や友達、ニュース
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では大騒ぎで不安でしたが、宿舎の人や、学校の先生は大丈夫！と味方をしてくれたので

心強かったです。 

留学生活が始まって 2ヶ月が経つと、日常生活にも慣れ、授業にも慣れてきました。天

津外国語大学の試験は、テスト期間がありません。先生や生徒の都合に合わせて試験日が

決定されます。クラスによって試験開始日、終了日が異なりますが、切羽詰まって勉強す

ることがなく自分のペースで出来るので嬉しかったです。 

授業以外では、留学生で『黄崖関長城』という所に行きました。黄崖関長城は、天津外

国語大学の馬場道キャンパスと同じく、天津十景の一つになっており、北京に繋がる天津

の万里の長城と言われています。北斉天保七年（557年)関が設けられ、その後幾度かの修

築を繰り返した後、明代に大規模な工事が行われ、現在のように保存状態のよい姿になっ

たそうです。 

黄崖関長城の近くには、盤山、独楽寺、八仙山など、数多くの観光スポットがあります。

留学生全員ではないですが、約 120人参加しました。この日は天候があまり良くなく、霧

で高速道路が通行止めになり 3時間待機の状態と、色々とハプニングはありましたが無事

到着しました。2時間の自由時間を使って、全員で長城を登りました。スタート地点から階

段の高さが急で、途中緩やかな上り坂がありましたが、じわじわと足に負担がかかって、

頂上に近づくにつれて途中でリタイアする人もいました。私も残念ながら頂上までは行け

ず、途中でリタイアしてしまいましたが、帰りの下り坂は、景色がすごく綺麗でした。実

際に登ってみて、こんな頑丈な道を大昔の人が作ったなんてすごいなと感動しました。世

界遺産の万里の長城に繋がる天津の万里の長城に登れてすごく良かったです。 

2012年最後の月は、試験が終わったあと、日帰りで北京に行きました。天安門、天安門

広場、故宮博物院（紫禁城）、様々な場所に行きました。天津の観光地を観光、クリスマス

には留学生でご飯作り、半年留学で帰ってしまう友達にアルバムやスライドショーを作っ

てプレゼントしたり、たくさん思い出を作りました。12月 31日と新年は、留学生でカウン

トダウンをし、日本と中国の時差は一時間なので、2回カウントダウンをして、2013年の

目標を言い合ったりしました。新年を迎えて私は１ヶ月間日本に一時帰国をしました。日

本は中国と比べると本当に空気が綺麗で、静かです。母の家庭料理を食べたり、大好きな

おばあちゃん、おじいちゃんの家に行きました。人生一度しかない成人式は残念ながら欠

席することになりましたが、家族全員揃ってご飯を食べて、成人祝い、誕生日のプレゼン

トを貰いました。 

一時帰国から戻ると、また中国で問題が起きました。それは、PM2.5という中国で発生し

ている大気汚染のことです。工場が中国国内で取れる安価な石炭を十分な環境設備を持た

ないまま燃やしている事が主な原因と考えられています。日本やネットのニュースでは、

「21世紀経済報道によると、中国で 2010年に大気汚染が原因で健康を損ない死亡した人は

123 万 4000 人で、中国全体の死者の約 15％を占めた。」「有害物質を含んだ濃霧が最大で中

国全土の４分の１を包み、全人口の５割弱の約６億人が影響を受け、昨年末から今年初め
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にかけては、大気汚染に関わる発病率が例年と比較して２０～３０％増加した。」など一時

期とても問題でした。 

一時帰国から戻ったものの冬休みでもあり、学校が始まるまで約一ヶ月あったので、留

学生、中国人の生徒は学校、宿舎にほとんどいなく、静かでした。約１ヶ月の休みの間に

も思い出を作りました。宿舎主催で中国餃子作り、バレンタインの日には日本から持って

きた材料でお菓子を作りました。それと、日本人の友達と西安へ４日間旅行に行きました。

寝台列車で１５時間。１５時間も列車の中にいるのは耐えられないかと不安でしたが、意

外と大丈夫でした。西安到着して、安いホテルを探して４人部屋で１泊一人４５元(日本円

で約７２０円)の部屋に宿泊しました。ホテルの中は、他の中国人のお客さんと共同のトイ

レとお風呂でしたがこれも思い出かなと思います。西安を観光すると、３１アイスクリー

ム屋があったり、セブン-イレブンがあったり、以外に天津よりも日本のお店がありました。

「回民街」というところで食べ歩きをし、西安で有名な「饼」という小麦粉をこねて薄く

円盤に伸ばし肉や野菜を包んで焼いた食べ物を食べました。この「饼」が大変美味しく、

中国でまた美味しい食べ物を発見出来て嬉しかったです。そして、西安旅行のメインでも

ある、世界遺産の兵馬俑に行きました。兵馬俑を目の前にした時、ものすごいパワーが出

ているような気がして本当に感動しました。もう一つは中国四大美女の一人「楊貴妃」が

湯浴みしたことで知られている「華清宮」に行きました。華清宮の中はあちこちの地下か

ら湯気が出ていたり、「長恨歌」という唐代の玄宗皇帝と楊貴妃のエピソードを歌った詩人

の漢詩が飾られていて、とても興味深く、貴重なものをたくさん見ることができました。

この旅行中に私は二十歳の誕生日を迎えたのですが、世界遺産はパワースポットでもある

と聞いて、縁起が良く、二十歳の誕生日に行けて良かったと思いました。 

冬休みが終わり、授業が始まりました。自分のレベルは把握しているのでどこの班に行

くかすぐ決まり、新しい留学生の友達もたくさん増えました。中国の３月の天気は暖かく

なったり、真冬のように雪が降ったり、温度の差が激しく体調を崩すことが多かったです。

4月は、気温が寒かったり、暖かい日には 26度と夏のように暑い日もありました。 

二学期中間試験がありました。口語の試験は毎回発表です。グループで演技をする試験

で、去年の自分と比べると知っている単語も増え、覚えるだけじゃなく楽しんでやれたの

で、成長したなと感じました。4月末には気温もだんだん暖かくなるのと同時に、学校行事

もたくさんありました。一つは中国人の学生と留学生との合同運動会があり、日本の運動

会のように色んな種目があって、グループで戦い合いました。運動会の前日までは寒かっ

たり、暖かかったりと気温が不安定でしたが、この日は、ちょうど良い気温で動きやすく、

良い運動日になりました。 

中国にも 5月 1,2,3,4,5日とゴールデンウィーク(劳童节)があります。韓国人の友達と

北京旅行に行ったり、韓国人から教えてもらう本場の韓国料理を作りました。韓国人が作

る韓国料理(トッポギ、キンパ)は、中国や日本に売っている韓国料理よりも何百倍も美味

しかったです。学校行事では、留学生の運動会がありました。初級、中級、高級、短期留
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学のチームに分かれて戦いました。応援では、自分も含め、他国の友達と一ヶ月前から毎

日練習してきたガールズダンスやヒップホップダンスを披露しました。それと、20ヵ国以

上の様々な国の人が参加する料理大会があり、日本人グループは、肉じゃが・たこ焼き・

お好み焼きの 3品を料理しました。もの凄い量のたこ焼きや肉じゃがを作ったので、どこ

の国よりも日本料理に行列が出来、たくさんの国の人に日本料理を食べてもらうことが出

来て嬉しかったです。他の国の料理もとても美味しくて、日本でめったに味わえないので

留学ならではの貴重な体験ができました。 

6月は留学生活最後の一ヶ月。韓国 vs日本の運動会、クラスメートとパーティーなど、

とても充実した一ヶ月を過ごすことが出来ました。6月末に、期末試験があり、「阅读・听

力・口语・写作・精读」の５つ試験があって、悔いのないように、中国人の友達と毎日勉

強をしたので、すべて合格することが出来ました。  

留学はとても早く時間が過ぎてしまいます。一年生の特別留学から早２年、前回の留学

帰国後は、「また留学して半年では理解できなかった中国をもっと知りたいです。」と言っ

ていたことを実現出来ました。4月に新 HSK五級(汉语水平考试)に合格し、留学中の目標を

達成することができました。私にとって一年間の留学は、外国人との交流・社会勉強・文

化・他国の友達の作り方など、半年では学びきれないくらい、多くのことを学びました。 

２回目の留学で「留学」ってなんだろうと考えました。「海外留学」を決断する時にまず

考えることは、目的をはっきりとさせること。海外留学は安くなく、家族にも負担をかけ

ることになります。海外留学を思いっきり満喫するためにも、「ただ楽しい」だけではなく、

得るものが必要です。海外留学の目的がはっきりしていれば、その目的を達成するために

一所懸命になれます。私の目標は資格取得でした。次に「海外留学する理由」を考える必

要があります。私が海外留学した理由は、１回目は「中国が話せるようになりたい」２回

目は「中国語を使った仕事がしたい」と思ったからです。しかし、中国語が話せる＝仕事

がある、海外留学すれば仕事があるわけではありません。実際には語学留学経験者はたく

さんいるため、就職の時には大したアピールにならず、就職活動で「中国語力」を売りに

しようとすると、厳しい評価が待っているはずです。これから順調に就職活動をするとし

たら、私には半年時間があります。留学以外で半年で出来る事を見つけ、何か自分のため

になること、就職の時にアピールできるものを探さなければなりません。 

海外へ留学する目的、留学で得るものは人それぞれだと思いますが、共通するのはほと

んどの人が日本へ帰国するという事です。帰国してから何をするか、留学前からプランを

立てておかなければなりません。プランがないと、帰ってきてから「あれをやっておけば

よかった」という後悔にもなりかねません。私の１回目の経験では海外留学そのものが目

的だったため、「帰国後にやることがない」状態でした。今回、留学に行く前に大学卒業ま

での計画をまとめ、留学を通じ語学力・行動力を身につけることが出来ました。過去もこ

れからも悔いのないように目標に向かって頑張っていけると思います。 

留学とは、自分をより成長させる場所だと思います。 
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長期留学報告書 

～私が学んだ大切なこと～ 

 

天津外国語大学  15F1031 小林 霧子 

 

私は大学１年生の時から長期留学に行くことを目標

としていて、2013年 8月 30日に天津外国語大学に旅

立ちました。出発前に私は、留学を通して「成長した

い」という気持ちが強く、どのように自分が変わって

いくのかはわかりませんでしたが「結果」を残したい

という思いでした。飛行機に乗って２時間もかからず

北京に着き、新幹線とバスを使って天津外国語大学ま

で行きました。天津の大学から送迎などは無く、自分

たちで大学まで行かなくてはならない状況だったので、

いきなりサバイバル状態に置かれた感覚です。その時

周りから飛び交う中国語や、お金の支払い方など全く

解らずこの先大丈夫かなと不安な気持ちだったのです

が、半年を終えた時には一人で空港に向かい、飛行機に乗って帰国することが当たり前の

ようにできてしまっていました。留学する以前の私では決して考えられないことですが、

「鍛えられた」とその一言に尽きると思います。 

授業で私は秋学期に４科目、春学期は５科目受講しました。クラスは自分のレベルに合

った場所を選ぶことができ、先生方の雰囲気も全く違ったので、自分で選択することがと

ても重要だと感じました。最初の頃は先生の中国語がなかなか聞き取れず、漢字を見て理

解し、解らないところは辞書を引く、という連続でした。毎日辞書をフル活用しました(笑)

授業を受けていくうちに自然に周りの中国語も聞

き取れるようになり、クラスメート達と会話するの

にも問題はなくなりました。日本の電子辞書は人気

が高く、外国人は皆紙の辞書を使っていたので日本

の電子辞書を見てとても驚いていました。日本の技

能は本当に凄いのだと意外なところで感心させら

れました。後輩たちには是非、留学には電子辞書を

持って行って欲しいと思います。私はこの大学で恩

師に出会いました。１年間彼の授業を受けたのです

が、一番初めの授業で先生から「君たちはこの留学

に時間とお金を費やして何を得たいのか、語学力の

向上ならば自国でもできるのではないか」と問われ
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たのをよく覚えています。その時私は、漠然と「語学力のスキルアップ・国際交流」と考

えていたのですがその日からまた自分を見つめ直しました。何がしたかったのか、やりた

いことは何かといろいろ考え「後悔の無い留学にする」

これが私の結論でした。後になって、「もっと勉強し

ておけばよかった」、「遊んでいれば良かった」、「挑戦

すればよかった…」など、何にしても“しておけばよ

かった”という言葉を決してださない。これが私の留

学の目標になりました。 

この１年間の学習の成果として今年６月、留学生活

最後のHSKに挑戦し念願の６級に合格することができ

ました。受験前には、今の自分でできるのだろうかと

諦めようとしていましたが、あの時諦めないで良かっ

たと本当に思いました。 

生活面においてルームメイトは1年に２回変わりま

した。最初はタイ人の子と一緒に暮らしていましたが、生活スタイルが合わず後半は生活

に疲れていました。その頃の私は言いたいことが言えず、相手に誤解を与えたくないとい

う気持から常に「我慢」をしていましたが学期が変わって、韓国人の子が次のルームメイ

トになり、彼女とはお互い良い留学生活を送るため互いに助け合っていこうと話し合いま

した。意思を伝えることとの大切さをその時私は学び、彼女とは将来を話しあったり、悩

みを打ち明けたり本当のお姉ちゃんのように接することができてよかったと思います。 

長めの休暇に旅行で大連、上海、杭州、北京に行きました。旅行は普段の生活にない新

しい中国の一面を知ることができ、場所によって文化も全く違うところが中国の面白いと

ころだと思います。そして、教科書で見た世界遺産の地に自分が今立っているのだと思う

だけで深く感動を受けたのも覚えています。旅先で日本人を快く思われない方々に会うの

も多々ありましたが、その反対にあたたかく歓迎してくれた方々もいました。杭州に行っ

たとき、民宿のオーナーさん

が車で街をひとつずつ丁寧

に説明してくださり、帰りも

駅まで送ってくれました。心

細い私たちに彼の親切は言

葉に出せないほど嬉しく感

じました。 

私はこの留学で何度も心

折れそうになったことがあ

ります。１年という時間の長

さが私にはなんだかもった
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いなく感じたからです。日本を離れて、天津での生活はとても自由な時間が多かったので

この時間をなんだか無駄にしてしまっているのではないか、日本にいれば資格の勉強やも

っと有意義に使えるのではないかなど考えていくうちに、留学している目的が解らなくな

り、先生や友達に何度も相談しました。その度にいろいろなアドバイスを受け、私とは違

った考え方をする人達に巡り会える素晴らしさを知りました。留学では年齢も大学も国籍

も違った友人ができます。国を超えた友達は、文化も違えば考え方、個性も全く違って私

にとってとても良い刺激になりました。彼らと一緒に自国のご飯を作って、互いの食文化

を知り一緒に行動することでより深く相手を理解することができ、困っているときは助け

合い、彼らなしでこの留学を成功させることはできなかったと思います。天津で過ごした

１年は日本では決して同じように過ごせない毎日です。自分に責任をもった行動をし、ど

こにいくにも自分自身で解決していく術を学んだ機会であり、集団行動になれるのではな

く個人で物事を進める力が備わった気がしました。留学は良い面だけではなく、辛い面も

あります。文化も違い親元を離れ慣れない場所で暮らすことは、簡単ではありませんが壁

に当たる度に乗り越える策を探す→乗り越える…この繰り返しだと思いました。そして殻

に閉じこもっていた自分が積極的に表に出ることができる。また日本を外から見て知るこ

とのできる日本の良さ、家族の有り難さ。今、留学を振り返ってみると、大変なこともあ

りましたがそれ以上に得たものは大きい気がします。心残りなく、本来の目標も達成でき

ました。 

この先も中国語の向上に励み、この経験を活かして今自分がすべきことに全力を尽くし

たいと思います。私を支えてくださった先生方、家族、友人に心から感謝したいです。あ

りがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

長期留学報告書 

～韓国に行ってみて感じたこと～ 

 

                   東義大学校  15C1065 鈴木 友梨 

 

 8月 24日から翌年７月 28日の間、韓国釜山東義大学校に長期留学に行きました。私は留

学をするのが昔からの夢で絶対に韓国に長期留学に行きたいと考えていたので、とても良

い機会が与えられたことを、帰国した今でも感謝しています。韓国での暮らしを始めてか

らは慣れないことが多く、大変だなと思うことが多々ありましたが、私だけではなく他の

留学生も同じ思いをしているのだと考えればそれは全く苦には思いませんでした。初めて

外国人申請書をもらった時は、いよいよだなと思いすごくわくわくしました。 

授業では前半の半年期間は語学堂での勉強になります。初めにクラス分けテストを行い

各クラスに別れて朝９時から午後３時まで毎日授業を受けます。正直この毎日は日本の大

学にいるよりはるかに充実しており、自分自身一生懸命勉強したと感じています。私のク

ラスでは自分以外全員中国人でした。初めはなんで韓国に来て中国人と勉強するの？とと

ても疑問に思いましたがそれも時間がたてばすぐに慣れて優しく接してくれました。この

年釜山では、10数年ぶりに雪が降り雪合戦などしたのもいい思い出です。 

 

（※フランス人、私、中国人。（雪が降った日）） 

 

休み時間や休日はいろいろな場所に出かけました。釜山では毎年釜山国際映画祭が開か

れ俳優さんたちや歌手などが釜山に来てイベントを行います。私も映画祭を見に行きまし

た。テレビで見るような俳優さんたちがたくさんいて是非個人的にまた行きたいなと思っ

ています。花火大会も感動的で前夜祭では K-POP歌手がコンサートを行い翌日花火大会が

行われます。景色も海辺で行われるのですが、すごく良かったです。 

 生活面では私の場合ルームメイトが５回替わりました。最初と次は韓国人、次はベトナ
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ム、日本、フランスです。国が違うとやっぱり文化も異なっていて面白いなと思う反面ず

っと一緒に暮らすのは大変だろうなと新たな発見も何度かありました。最後はフランス人

がルームメイトだったのですが韓国に来たのが同じ８月で１年間同じ留学生でした。最初

はそこまで仲良くなかったのですが、時が経つにつれて１番仲良く過ごした友達かもしれ

ません。たった１年の間でケンカも何度かしましたが今振り返るといい思い出だったのか

なと思うし、彼女はまた韓国に再び来てソウルに住むそうなのでまた会えると思います。

次はソウルで是非会いに行きたいです。韓国に来てからの半年間は国を問わず新しい友達

がたくさん出来て環境も変わり毎日とても充実した生活を送っていたと思います。そして

半年後の能力試験も合格し語学力も半年前よりはだいぶ上がったんだなと感じることがで

きました。 

 

 

 後半からは、東義大学校の学生に混じって外国人が自分しかいない授業を受けました。

留学前に韓国語は勉強していたのと、たった半年の語学堂だけの勉強量では正直授業につ

いていくのは難しかったです。日本文化などに関する授業は韓国語でもある程度聞きとり

や内容理解はできたのですが、日本に全く関連のないものだとすごく難しくてついていく

のにやっとでした。授業外ではいろんなところに旅行に行けたのもいい思い出です。釜山

の中をぐるぐるするだけではなくてソウルに行ったりチェジュ島、安東やテグなどに行け

たのも良い思い出だと思っています。私は初めは釜山は田舎っぽいイメージがありました

が思ったよりも都会的な部分もあって田舎と都会の半分半分な感じがあり、住みやすいな

と思いました。ソウルの人は釜山のご飯は不味い、と言いますが釜山は海鮮が多いので割

とご飯もおいしいと思います。チェジュ島はやっぱりリゾート地であるだけのこともあっ

て外国人がすごくたくさんいました。学生なのでお金はありませんがいつかはあんなリゾ

ート地にあるホテルに泊まってのんびり過ごしてみたいなと思いました。ちなみに私が泊

まったところは１泊 1,300円くらいのゲストハウスで蚊が大量にいる部屋で寝れませんで

した。その時は睡眠不足もありイラっとしましたがそのおかげでだれよりも早く起きて朝

からチェジュ島の海を１人散歩できたので良かったです。テグは盆地で韓国内で１番暑い

と言われている地域です。私は帰国前に行ったのですが暑さが他の地域と異なって本当に

暑かったです。せっかく行ったのに暑すぎてすぐに帰ってしまいましたが唯一行けた植物

園は大きいだけではなくていろいろな植物が植えてあったので良い勉強になったんじゃな

いかなと思います。１人での旅行もいろんな場所に行けたんじゃないかなと思っています。

アンドンへは往復 5時間でしたがみんな親切に教えてくれて心配はありながらも無事に自

分が行きたいところ全てにまわることができました。そこでも多くの人に出会い感謝して

います。キョンジュにも 1人旅行に行きましたがそこでも良い人に出会い一緒に話したり、

インチョンで寝る場所を考えていなくてどうしようか考えていたときに親切な人に助けて

もらえたので感謝しなければいけないと思っています。１年間と短い期間ではあったもの



31 
 

の多くの人に助けられて最後までやっていけたと思っています。こんな経験はもうなかな

かないと思うので改めてありがたいなと思いつつ、多くの事を学ばせていただいたと感じ

ています。 

 

 ※キョンジュでのテディベア博物館。 

 

そして韓国での独特な儒教を初めて感じる事ができたのも留学ならではの経験だと思って

います。韓国では儒教の国だと言われている事もあって目上の人には敬う精神が強いと言

われています。私はただ聞いただけだったので何とも思っていませんでしたがいざ韓国人

の友達の家に行ったときにその文化を強く感じました。両親にもあいさつをしっかりとし、

家庭での態度と外での態度が異なっていたので良い意味ですごいなと思いました。自分も

年上にはこのように敬えるようなマナーを身につけれたらいいなと思います。韓国学生は

日本の学生と異なりかなりの勉強熱心です。私もこの留学で学んだマナーを忘れずまた韓

国に行っても言葉も通用するように勉強も続けて行きたいと思います。 

  

※寮を出る日、ルームメイトのフランス人と。 
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長期留学報告書 

～留学という経験で得たもの～ 

 

東義大学校  15C0185 平野 智紀 

  

今回の留学で、私は何を得られたのだろうか。貴重でたった四年間しかない大学生活の

一年間と、多くのお金を費やしたのだから、それ以上の「何か」を手に入れなくてはいけ

ない。 

学業の面から見ると、外国語を習得できたことが成果の一つに挙げられるだろう 

私の場合、留学先が韓国であったので、必然的に韓国語を習得したのだが、それがどんな

言語であれ、母国語から離れて他の言語に浸かるという経験は非常に良い刺激になった。

今まで当たり前だと思っていた、日本語で話すという行為が、否定される事は大きなスト

レスにもなったが、それを乗り越えようとすることで、今までにない感覚や達成感を味わ

うことができた。それにより、これからより韓国語を極めたり、英語や他の言語を習得し

たいという思いが強くなった。 

東義大学での講義は、一部を除きすべて韓国語で行われた。留学生であるので、ほかの

学生に比べ、授業の内容を理解することは難しく、そういったことである程度のアドバン

テージをもらっているとも感じたが、わざわざ韓国にまで留学に来て、自ら進んで授業を

受けているので、出来る限りのことはやっていきたいと思った。 

他の韓国人の学部生に混じって講義を受け、自分だけが外国人という講義もあり、最初

は戸惑いや焦り、疎外感などもあって、まともに講義を受けられるかと悩むことも多々あ

った。朝起きて、教室に向かう足がとても重く感じられた。先生が何を説明しているのか、

周りの学生がどんな会話をし、なぜ笑っているのか分からないという苦痛は、今まで味わ

ったことのないものだった。 

こういった経験も留学での貴重な経験であるように思う。そんな状況でも、秋・春学期

を通してほぼ無遅刻、無欠席で講義に出席できたのは、何よりも周りの人達のおかげであ

っただろう。会うといつも挨拶をしてくれる人、講義で分からなかったところを丁寧に教

えてくれる人、いつも隣の席に座って話しかけてくれるくれる人。そんな人達のおかげで、

苦痛に思えた講義にも、行こうと思うようになって、出席し続けることで、次第に講義の

内容も分かるようになり、やりがいを感じるまでになった。 

東義大学で受けた講義の中で、もっとも記憶に残っているものは「国際観光コンテンツ

開発」という講義だ。春学期に行われたこの講義では、学生が五人一組のチームになり、

世界の国を一つ選び、その国の観光や経済などについて調査し、パワーポイントを作り、

みんなの前で発表するという課題が課せられた。私はそれを知ったとき、嫌でたまらなか

った。当然他の四人は韓国人で、自分がどれだけ役に立つかも分からない。とはいえ、留

学生だからと言って、やらなくていいと言われたくはなかったし、実際に周りがそれを許
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さなかった。私は何とか周りの助けを借りながらも、自分の受け持った部分について調べ、

パワーポイントをつくり、韓国語でみんなの前で発表することができた。この講義の先生

は非常に厳しい人であったが、発表が終わると、外国人なのに良くできた、とほめてもら

い、嫌だと思っていたがやってよかったと思えた。自分が面倒だと思ったり、嫌だと思う

ことほど、実際やってみると、やってよかったと思える結果がついてくるものだと実感で

きた。 

留学すること自体、言ってしまえばものすごく面倒なことである。しかし、だからこそ

それ以上の結果がついてくるものであるだろう。 

大学が終わると、街に出ることも多く、そこでも多くの経験ができた。街を歩いている

だけで、その国の文化が見えてきて面白かった。休日には、少し遠くまで旅行もして、よ

り多くのものを見ることができた。百聞は一見に如かずというように、やはり直接その場

に行ってみることに勝るものはないと感じた。 

日本との文化の違いの一つで、私がバスに乗っていて感じたことがある。移動手段とし

てよく市バスを利用したのだが、そのバスが、乗客を無視しているのかと思えるぐらい急

発進、急ブレーキを繰り返したり、運転中に携帯電話で通話する運転手までいて、日本の

市バスとの差に驚いた。何故このような差があるのか。私は、その国の歴史の長さによる

文化の成熟度や、民度によるのではないかと考える。街の清潔さを見ても、店員のホスピ

タリティーを見ても、日本が一枚上であるように感じる。民度で国の良さを測る事はでき

ないが、日本人はもっと自国を誇りに思うべきである。韓国人はとても自国を大切にし、

誇りに思っている。それが時に悪い方へ作用することもあるが、純粋に自分の国を誇りに

思える姿は、うらやましくも思えた。 

私が留学に出発する直前に、日韓関係は最悪の状態まで陥っていた。今でも一向に回復

の気配さえ見えない。メディアから伝えられる情報を見ていると、韓国人はみな反日であ

るように感じる。確かに一部には、本当に日本を嫌っている人もいて、実際に私も、大学

の近くのビリヤード場へ行ったときに、日本人立ち入り禁止の張り紙を目にしたこともあ

るが、それは個人の思想であり、全体の思想を表しているものではない。どの国にも、い

い人もいれば悪い人もいる、という手垢の付いた言い回しがあるが、まさにそれは真理で

あると思う。どこの国の人だからと言って、バイアスがかかった見方をするのではなく、

その人個人を尊重することこそが、国際交流においてもっとも重要であるように今回の留

学を通して学んだ。 

その国のことを何も知らず、ただ間接的に知った情報により、その国を嫌いになったり、

悪く言う事は、とても馬鹿げているし、もったいないことだと思う。自分の目で直接見て、

実際に人と会話することで、その考えは必ず変わるだろう。それが面倒と思うならば、自

国のことだけ考えて、国内だけを見ていればいい。無理に外国と関わろうとする必要はな

い。 

留学中には、多くの韓国の学生たちと話す機会があり、言葉のスキルアップだけでなく、
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さまざまな事柄についていろいろな意見が聞くことができ、特に日本と韓国の問題につい

て、直接言い合えるのはとても有意義であった。自分が今までメディアなどを通して知っ

ていたことと、現実は違うことを感じ、これからどのように情報を受け取るかというスタ

ンスを考えるようになった。 

今回の留学は、留学をしようと思ってからの準備期間も含めると、二年近くも掛けたも

ので、それを完全に終えて、帰国してからは虚無感のようなものもあったが、留学は一つ

のステップであり、これからしなくてはいけないことがたくさんある。留学を単なる思い

出にはしたくないが、終わってしまったことをいつまでも引きずり、あのころは良かった

と過去に依存しても仕方がない。前に進むために留学をしたのだから、そこで得たものを

これからに活かしていこうと思う。 

留学をして、外国で生活をし、たくさんの人に出会えたこと、いろいろな経験ができた

事は私の誇りである。その誇りに負けないように、これからよりたくさんの経験を積んで

いき、留学という経験を糧に、自分が目指すものに、少しでも近づいていきたい。 
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中期留学報告書 

～カナダがくれたもの～ 

 

アルゴマ大学  15Ｆ0061 下出 葵 

 

５カ月間過ごしたカナダで出会った人たちにたくさんのことを学びました。 

授業の始めの頃、日本人のクラスメイトがクラス内で日本語を話すことが嫌で仕方なく、

苦痛でした。でも、お昼は絶対にカナダ人と食べると決め、自分から率先してカナダ人の

友達を作るようにしました。授業が無くてもわざわざ私のために学校に来てくれる子もい

ました。次第にお昼時間が楽しみになり、学校自体も楽しみになりました。学校の友達と

は、モールに買い物に行ったり、五大湖の一つである、Lake superiorに行ったりしました。 

ホストファミリーの存在も大きかったです。私のホストファミリーはお母さんと１０歳

の娘さんでした。ルームメイトにはブラジル人と中国人の女の子がいました。毎朝、学校

に行く時は、ホストマザーが見送ってくれ、夕飯を食べながら、今日の出来事を報告しあ

ったりしました。その後はわからない宿題を教えてくれたり、映画を観たりしました。私

は本当にみんなで食べる夕飯の時間が大好きでした。１０歳のホストシスターは粉チーズ

が大好きでよくパスタの上にかけていました。チーズで口が真っ白になっているのにも気

がつかずに一生懸命自分の学校の話をするシスターを見ながら私たち大人はクスクスと笑

っていました。いつも、「家族っていいな」と思える瞬間でした。だから、寂しいとも思い

ませんでしたし、ホームシックにもなりませんでした。ホストマザーの誕生日には皆で山

登りをしました。５時間かかり、大変でしたが景色も綺麗でカナダの自然を満喫できまし

た。その後、おじいちゃんとおばあちゃんの家に行き、豪華なごちそうを食べました。ホ

ストマザーもとても喜んで幸せでした。 

 ホストファミリーももちろん大切ですが、私には絶対に忘れてはいけない家族が他にも

います。ホストファミリーと教会に行った時に出会った夫婦です。奥さんがサリー、旦那

さんがアレン。連絡先を交換してから、毎日のように連絡を取り合うようになり、一緒に

出かけるようにもなりました。彼らは私のホストマザーは仕事が忙しく、週 2・3回は夕飯

を自分で作らなければいけないことも知っていたので、よく夕食に誘われました。ハロウ

ィーンパーティーやアイスホッケーの試合、コスメパーティーやバレエ演劇、クラシック

コンサート、老人ホームを訪問したり貧しい小学生とクリスマスパーティーをするボラン

ティア活動などにも連れてってくれました。ちょっと悩み事があるとき、相談すると「今

から、迎えに行くから気分転換にコーヒーでも飲みに行こう」と誘ってくれました。風邪

を引いた時は「欲しいものがあるなら何でも言ってね」と電話をくれました。何回も映画

を観に行ったり、レストランに行ったりしました。けれど、一緒にいて一度もお金を出し

たことがありません。正直、一緒にも住んでもいない私のためにどうしてこんなに尽くし

てくれるのか、不思議なくらいでした。家まで送ってくれる時、「おやすみ」と言う時は必
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ず「愛してるよ」とハグしてくれました。それが嬉しくて仕方ありませんでした。日本で

はありえないことですし、このご夫婦からカナダの良い文化をたくさん教えて頂きました。

特に凄かったのはクリスマスでした。クリスマスツリーの飾りつけに 6時間かかりました。

よくサリーとクリスマスショッピングに行きましたが、彼女はラッピングやプレゼント箱

を大量に買うので、その迫力に驚く毎日でした。１２月２２日にサリーとアレンがホーム

パーティを開きました。４０人の友達が来てくれました。私はサンタのコスプレをしまし

た。お菓子を食べながら会話を楽しんでいると、サンタがやって来ました。本物みたいで、

私にとっても大きなサプライズでした。一人づつプレゼントをもらい、サンタの膝に座っ

て写真を撮りました。まさか、１９歳でサンタの膝に座る日が来るとは思いませんでした。   

クリスマスはホストファミリーと過ごしました。クリスマス用の綺麗な食器が並べられ、

おばあちゃんとおじいちゃんも一緒にクリスマスディナーを楽しみました。ホストシスタ

ーは「７時半に起こしに行く！」と私に言ったのにも関わらず、クリスマスの朝、６時に

起こされました。どうも、プレゼントを開けるのが待てなかったみたいです。この日、私

はみんなからたくさんのクリスマスプレゼントをもらいました。友達やサリーやアレンか

らも。正直、人生であんなにクリスマスプレゼントをもらうことは一生無いと思います。

存分にカナダのクリスマスを楽しめました。 

１２月２８日からは旅行にトロントとオタワに行きました。トロントではサリーの友達

の家に泊めてもらいました。この家族と過ごした２週間は本当に楽しかったです。ナイア

ガラの滝や CNタワーやイーセントセンターやスケートに連れてってもらいました。奥さん

がフィリピン人で旦那さんが中国人、２人の娘さんと１人の息子さんがいる家族でした。

子供達はカナダ料理が好きで、お母さんはいつもフィリピン料理を作り、お父さんは中国

料理を買ってくるので、夕飯はさまざまな国の料理が食べれておもしろかったです。年越

しはお母さんの妹の家に行って、フィリピン式の年越しをしました。２０１３年になった

瞬間にお金を撒き、それを拾い集めるというものです。４０人くらいが一斉に拾い集めて、

何回も人にぶつかり、とても激しい年越しでした。短い時間でしたが、毎日のように出か

けて、夜遅くまで一緒に映画を観たりしていたので、オタワへ行く際は別れるのが本当に

辛かったです。オタワではサリーの息子のアパートに滞在しました。彼は学校があったの

で、そういう時は１人でダウンタウンに行ったり、時間が合う時は一緒に有名なミュージ

アムに行ったり、カナダの国会（Parliament building）にも行きました。ゆったりと過ご

せた旅行でした。オタワは首都にも関わらず、とても静かで同じ首都でも東京とは全く異

なり、驚かされました。旅行から帰り、スーセントマリーに戻りました。それから日本へ

帰国するのに１週間しかなかったので、荷物を詰めたりと、忙しかったです。帰国する前

日でも、日本へ帰る実感が全くありませんでした。最後の最後まで普通の生活を送らせて

くれました。空港に行くまで、なんの変わりもない日常でした。サリーが空港でダイヤの

指輪をくれました。それは、クリスマス前に私が欲しかったけど高くて買えなかった指輪

でした。サリーはインディアンです。彼女はこう言いました。「私たちの言語にさよならっ
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て言葉はないの。」前に聞いたことがあります。「どうして、ホストファミリーでもないの

に私の事、そんなに大事にしてくれるの？」と「葵のことが好きなだけ。」と言われました。 

トロントの家族も空港まで来てくれました。お父さんとお母さんが「葵は私たちの娘。ベ

イビーだね。いつでも帰っておいで。うちに住めばいいから。」と言ってくれました。 

この５カ月をうまく文章にすることはとても難しいです。言葉では表しきれないこと、も

のがあります。 

私は中学生の頃、とても問題児でした。中３の時、母に「葵は人が愛せない人間なんだ

ね」と言われました。腹が立ちました。けれど、人を愛することが何かわかりませんでし

た。私はカナダで「人を愛するということ」を学びました。具体的に何かと聞かれると答

えにくいです。それは、カナダの方々と共に過ごした日常の中で学んだことです。いつか、

カナダのみんなに会いに行く時、恥ずかしくないようにもっと日本で英語を勉強しようと

いう目標もできました。 

私の人生で最もすばらしい５カ月間でした。 
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中期留学報告書 

～留学を通して～ 

 

クワントレン大学  15F0080 田澤 恵理子 

 

私はカナダにあるクワントレン大学に留学しました。今回、名古屋学院大学からクワン

トレン大学への留学生は私ひとりだけだったので、留学に行く前からとても不安でした。

けれど昨年クワントレン大学へ留学した先輩たちがいろいろと教えてくださったのでとて

も助かりました。留学してすぐ、私は事前準備がとても大切だということに気づかされま

した。なぜなら、英語を聞き取ることですら、私にとって困難だったからです。聞き取れ

なければ、相手が何を話しているのかもわからないし、自分が何を話さなければいけない

のかもわかりませんでした。もし、私が留学前にもっと勉強して、リスニング力だけでも

鍛えていたらと後悔しました。だから、これから留学に行く人たちには留学して後悔しな

いためにも、事前の準備はしっかりやってほしいと思います。 

私はクワントレン大学で３つの授業を履修しました。Reading & Writing, Listening & 

Speaking, Pronunciationの３つです。 

Reading & Writingの授業ではおもに Writingが中心でした。毎回の授業でグループにわ

かれ、英作文の練習をしました。グループにわかれての作業だったので、お互いのミスを

指摘し合い、悪いところを改善していくことができたので、毎回の授業がとても充実して

いました。また、みんなで意見を出し合いながら作業していくので Writing だけでなく

Speakingも同時に鍛えることができました。 

Listening & Speakingの授業では、グループディスカッションがとても難しかったです。

自分の意見を持っていても、それを英語でうまく伝えることができませんでした。グルー

プディスカッションの話題が環境問題や、教育についてなど難しい話題がたくさんあった

ので苦労しました。けれど、そのなかで自分の意見を考え、周りに伝えることで、今まで

以上に広い視野でものごとを考えるようになりました。また、たくさんの人の意見を聞く

ことで自分の視点が変わり、ひとそれぞれの価値観が違うということを実感しました。ま

た、この授業ではプレゼンテーションをたくさんしました。人前で話すことが苦手だった

私にとって、はじめはとても苦労しました。けれど、いまではプレゼンテーションが楽し

いなと思えるほどに成長しました。自分が何を伝えたいのか、どうしたらよりわかりやす

く伝えることができるのかを考えてながら、プレゼンテーションを構成するのは難しかっ

たですが、このおかげで、私の Speaking力はかなり成長したと思います。名古屋学院大学

の英語の授業でも、もっとプレゼンテーションの機会が増えたらいいのにと感じました。 

Pronunciationの授業はおもに発音改善を目標にやりました。インターネットのプログラ

ムを利用して自分の声を録音し発音改善をしました。名古屋学院大学の授業にはないよう

な授業プログラムだったのでとても新鮮でした。この授業を通して、自分の苦手な発音を
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見つけて集中的に練習できたところがよかったです。日本人にとって難しい、ＬとＲの発

音の使い分けも以前よりはましになりました。でもネイティブの発音と比べたらまだまだ

なので、授業はもう終わってしまったけれど、さらなる発音改善を目標にして練習を続け

ようと思っています。 

学校生活を振り返ると本当に毎日が充実していました。ただし、学校生活でひとつだけ

残念だったことがあります。それは、同じ授業を履修していたのが中国人ばかりだったこ

とです。ＥＳＬの授業はほぼ中国人で、どこにいても中国語が聞こえてくるので少しショ

ックでした。せっかくの留学だから、もっとたくさんの国の学生と交流したかったなと後

悔しました。けれど、そのなかでもしっかりと英語を学ぶことができたし、毎日少しずつ

だけれど成長できたのでとても満足しています。自分が留学中にどれだけ成長できるかは、

本当にその人の気持ち次第だと思います。置かれた環境の中でどれだけ自分が頑張れるか

も、留学ではとても大切なのだと感じました。 

私は今回の留学を通して強く感じたことが二つあります。一つ目は、人と人のつながり

の大切さです。私は留学前に近所の方からお友達を紹介してもらいました。その方は偶然

にも、私の留学先の近くに住んでいる方で、留学中にとてもお世話になりました。ひとり

でカナダに来た私をいつも気にかけてくれ、食事に何度も誘ってくれました。不安でいっ

ぱいだった私が安心してカナダで生活できたのも、その方のおかげです。このことで、本

当に人のつながりは大切なのだと実感させられました。これからも人と人のつながりを大

切にしていこうと改めて感じました。 

二つ目は、感謝の気持ちです。今回の留学で感謝したいことがたくさんできました。ま

ず一番に感謝したいのは両親です。私が名古屋学院大学に入学した理由の一つが留学です。

留学をすることは私の小さいころからの夢でした。お金もたくさんかかり、迷惑をたくさ

んかけたのに留学に行かせてくれ、留学中も毎日私のことを気にかけ、支えてくれました。

そんな両親に感謝の気持ちでいっぱいです。また、いつも一緒にいてくれた友達、私を本

当の家族のように大切にしてくれたホストファミリー、クワントレン大学の先生方、留学

に行く機会を与えてくれた名古屋学院大学、留学中に私が関わったすべての人たちに感謝

したいです。留学をしてはじめて、多くの人の支えに気づくことができました。私は多く

の人の支えがあったからこそ留学ができ、毎日充実した日々をすごすことができたのだと

感じました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

今回の留学を通して、私が学んだのは英語だけではありません。人と人のつながりを実

感し、感謝の気持ちをもつことができました。私は今回の留学で、ひとりの人間として成

長できたと思います。この５か月間はあっという間だったけれど、学べることはすべて学

びきったと思います。留学が終わったからそこで終わりではなく、今度は留学で学んだこ

とをつぎにどう生かしていくかが大切です。学んだことを生かして、自分には何ができる

かを考えていきたいと思います。そして、それが将来の自分につながっていけばいいなと

考えています。今回の留学で学んでことすべてが今の私にとって宝物です。 
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中期留学報告書 

 

ジョージ・ブラウン大学  15F0093 常川 紘也 

 

今回４か月という長いようでとても短い留学生活を通し、英語力の向上はもちろんのこ

と、その他にも様々な国の文化、相手とコミュニケーションを上手くとる方法など、多く

のことを学びました。そして何より本当に良い人たちとの出会いに恵まれ、自分自身がも

うひとまわり大きく成長できたと思っています。 

 

・学校の授業 

僕の通っていた George Brown College(GBC)の ESLは２か月を１タームとし、８つのレベ

ルに分かれ、それぞれのレベル、クラスでグラマー、ライティング、リーディング、スピ

ーキングの４つの項目をやる学校でした。僕はその８つに分かれている中のレベル５から

始まりました。オリエンテーションが初日の午前中に行われ、そこで日本人を３０人ほど

いたので同じクラスに日本人が居るのではと思い教室に行ってみると、日本人は僕ひとり

だけで、他は見事にいろんな国からの生徒で驚きました。 

最初のクラスは１７人の生徒で構成されており、とてもエスニックなクラスでした。最

初は日本人が自分だけということと、他の生徒は皆前のレベルから上がってきたという感

じで仲良くしていたので心細かったというのが本音ですが、そんな気持ちは２週間もしな

いうちになくなりました。２週目から本格的な授業に入り、そこで僕は一番初めに他の生

徒たちの語彙力の高さ、説明力、伝えるという力の高さに驚かされました。先生が単語の

意味を知っているかと生徒に問いかけると必ずみんなそれぞれが自分の言葉で説明しだす

のです。僕は単語の意味すら知らないというのに、みんな自分の言葉に変えて説明できる

なんてとてもレベルが高いなと感じました。僕はそんな雰囲気に圧倒され最初の１か月は

当てられない限り発言をあまりしていませんでした。なぜなら自分の回答に自信がなかっ

たからです。しかし驚かされているだけで、発言しないのはよくないと思いテキストの宿

題が毎週出ていたので、そのテキストに出てくる単語を片っ端から覚えて発言しようと心

を入れ替え頑張りました。その結果当初よりも自信をもって発言できるようになりました

し、語彙力も伸びました。宿題だけをやるのだけではなく、プラスで勉強するなんて正直

日本では考えられないことでした。でも４か月という短い時間でどれだけ成長するのか自

分でも試したかったので、思いっきりやろうという気持ちになり日本にいる時とは比べも

のにならないくらい頑張りました。それは公費に合格し、他の生徒の分も頑張らないとい

けないという思いもあったからだと思います。レベル５のクラスではグラマーはもちろん、

テキストには載っていないようなネイティブスピーカーが実際に生活で使う表現方法を学

んだり、リーディングをクラスでセンテンスごとに読んでいくなかで発音が違ったら先生

がしっかりと注意し、直してくれたりと、日本ではあまりやらない事を授業の中でやりと
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ても楽しかったです。レベル５の授業内容の中で１番難しかったのはやはりサマリーを書

く事でした。日本の授業で記事を読みサマライズするという事は全くやらないので最初は

文章を読んで完璧に内容を理解し自分の言葉で要約を書くという事がとても難しかったで

す。それに単語力がないのに他の単語に置き換えて言い表すなんてとてもじゃないけど難

しすぎると思っていました。しかし授業の中で沢山練習をし、１回１回先生が僕の書いた

サマリーに対し感想とアドバイスをくれたのでそれを繰り返していくうちに、次第と書け

るようになっていきました。それ以外は難無くこなすことができました。 

１０月後半からはレベル６の授業が始まりました。レベル６の授業は前のレベル５とは

比べものにならないほど難しく、クラスメイトとディスカッションや会話もレベルが高い

と感じました。レベル６の授業が始まり、周りのレベルが高くついていけていない、宿題

のサマリーも記事を何度も読み返しても理解できない、グループで１つの記事を読みそれ

について話合う時でも、みな１回読んだだけで内容を理解しているのに自分は何度読んで

も理解できないから話し合いにあまり参加できていない。というような感じが１～２週間

続き、とても苦しく辛かったです。それでも絶対にクラスを不合格にはなりたくなかった

ので、宿題で出される記事は何度も何度も読み返し、その他にも自分で本を買って英語を

読み理解するという力を付けようと努力しました。その時に英語が話せるだけではダメだ

とつくづく痛感しました。そんな努力を毎日続けていると２週間もしないうちに読むのが

苦ではなくなり、理解するのもだいぶ早くなったと感られるよになりました。その頃から

クラスメイトともとても仲良くなり授業で分からなかった部分を教え合ったりしました。

レベル６の授業ではライティングとリスニングを主にやっていたと思います。 

ライティングではレベル５に引き続きサマリーをやりました。レベルが上がったという

事で読む記事の量も増え、その内容も難しくなりました。しかし授業内でサマリーを書く

のではなくグループディスカッションをしました。そのディスカッションはサマリーを言

葉にして伝えるというのでしたが、ただ説明をするだけではなく、説明を聞いた後その内

容をグループで討論するというものでした。なので相手の話を真剣に聞き理解しないのは

もちろんの事、自分の意見を短時間でまとめ発言するという事は難しかったです。またレ

ベル６では各週でリスニング・リーディングの大きな課題も出されました。その課題がと

ても難しく、休日を丸一日かけて友達と一緒にやったり、何十回も聞き直したり読み直し

たりしました。それでもわからなかったところが残ったりするほど難しかったですが、や

りがいのある課題でした。 

レベル６の授業ではプレゼンテーションが２回行われました。１回目は３～５分の短い

サマリーのプレゼンだったので、それほど大変ではありませんでしたし、発表の仕方もみ

んなにわかりやすい言葉を使い、いかにみんなに伝えられるかという事を重視してやった

のでとても良い評価を先生からいただきました。２回目のプレゼンの内容はプロセスでし

た。自分で説明する物事を選び、プレゼンするという事で僕は「パーティーの幹事」につ

いてのプロセスをプレゼンで発表しました。しかしそのプレゼンの時期にテストがいくつ
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もあったため不十分のままプレゼンの本番を迎え、留学生活最後のプレゼンは自分では全

く納得のいかないものでした。その代りに他のクラスメイトはとても上手に発表している

姿を目の当たりにしとても自分自身に悔しい気持ちもありましたが、他のクラスメイトの

パワーポイント、自信をもっての発表、聞いている人を発表に釘付けにするような発表の

仕方は本当に上手で、まるでビジネスマンの様でした。とてもいい物を見たので日本の授

業でもプレゼンをする時があると思うので是非彼らを真似したいと思います。そんなこん

なでレベル６をぎりぎり合格することができました。 

・ホームステイ  

ホームステイと聞くと家族の中に自分が入り一緒に住むというイメージを持つかもしれま

せんが、僕の場合は下宿に近い感じでした。ホストマザーとブラジル、中国、カメルーン

からの留学生でとても賑やかで楽しい家族でした。ホストマザーはとても良い人で料理も

上手で本当にいいホストマザーでした。なかでもホームステイをしてよかったと思ったの

は、食事の時にみんなで会話をしている時にホストマザーが会話のなかで間違った発音、

文法、表現を使った時にすぐに「違うよ」と一言いい、すぐに直してくれたことや、ネイ

ティブの表現方法を教わったこと、他の国からの留学生と一緒に生活をし様々な事、例え

ばお互いの国の文化、経済、治安。将来の話、お互いの学校や英語の勉強方法、恋人の話

など食事の時やそのあとの時間みんなで話をして、本当に楽しい時間が過ごせました。休

日や金曜日の晩などにはその子達と遊びにも行きました。お互い自分の学校の友達をよく

連れてきていたので、そこで新しい人との出会いなどが多く色々な国からの留学生などと

友達になり本当に楽しく過ごすことができました。 

・友達 

ＧＢＣのＥＳＬの校舎は本館とは違う場所にあり、現地のカナダ人との出会いはあまり多

くありませんでした。その代りにＧＢＣのＥＳＬは各国からの留学生や移民してきた人が

通っていたので、世界中の人と出会い友達になることができました。その中でもやはり毎

日授業を一緒に受けていたクラスメイトとは特に仲良くなりました。授業後にはクラスの

みんなで集まってジムに行き、そこでも知らない人と仲良くなり一緒にバスケやサッカー

をしたりし、その後なにかごはんを食べに行くという事が多くありました。その他にも一

緒に買い物に行ったり、クラスメイトがホームパーティーをするという時には参加し、主

催者が母国料理を作ってくれ、それをみんなで食べたりゲームをしたりと、とても良い体

験をしました。     

またＧＢＣには３０人前後の日本生徒もおり、そこでもとても良い出会いがありました。

日本人でも意識がとても高い子とは英語で会話をしたり、発音を注意し合ったりもし、切

磋琢磨することができ今とても感謝しています。 

・振り返り 

今回の留学では本当に良い出会いが多くありました。その中には自分とは全く違う意見や

考え方を持つ人、物知りな人、驚くような体験をしてきた人など様々な人がおり、そのよ
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うな人たちと時間を共に過ごし、会話をしていく中で学ぶことがとても多くありました。

英語の勉強、特に宿題や課題などは本当に大変でしたが、妥協せずにやりきることができ

自分自身、成長したのではないかと思っています。留学とは英語力の向上が１番の目的で

すが、様々な国の人との交流、意見交換、ホームステイ、いろいろな問題などから本当に

いろんな事が学べるのだと改めて思いました。帰国後は自分のカナダでのすばらしい経験、

体験をより多くの人に話、留学って素晴らしいものだという事を伝えていきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

中期留学報告書 

～思い出の四か月～ 

 

グラント・マキーワン大学  15F0067 鈴木 吟治 

 

八月から始まったこの半年という短かった留学生活は、自分を大きく成長させてくれま

した。まず、海外経験のない自分にとって、夢のようで異世界にいるような感覚でした。  

日本を出発した時は、夏でとても暑い日でした。しかし、同じ夏でも現地（エドモント

ン）の気候は日本と全く異なり、上着なしではいられない寒さでした。その時に、ここは

日本ではない、と実感しました。エドモントンの気候は、日本と違い、常に乾燥していて、

保湿ケアのクリーム、リップクリームなどは欠かせないものとなっていました。自分は、

大学のレジデンスに住んでいて、加湿器などはなかったので、室内が乾燥しないように、

タオルを濡らして湿度を保ったりして、乾燥を凌いでいました。 

また、日本と違い、こちらの特徴的な気候は、寒いということです。九月の時点で気温

が一桁の時があり、自分の住んでいた温暖で有名な静岡とは、比べ物にならないくらい極

寒でした。最初の方は、苦痛でした。レジデンスから学校までバスが通っていましたが、

ほとんど使用せずに、寒さに耐えながら、徒歩で頑張っていました。そのせいか、寒さに

徐々に慣れ、今も、寒いとは感じますが、おそらく日本の寒さには耐えられるようにはな

ったと思います。寒いとはいえ、毎日のように雪が降ることはなく、気温が低いせいで、

溶けることなく、蓄積していくので、雪を見ない日は十一月に入ってから一度もありませ

んでした。雪が降り始めた当初は、あまり日本では見ないものなので、珍しく、とても有

意義に過ごしていましたが、今となっては、珍しいとは思わなくなり、雪国の人々の生活

の大変さというものを知りました。 

カナダは、日本と違ってより寒く、空気が乾燥しているためか、オーロラを見ることが

できます。自分もこの四か月間で二回も見ることができました。一般的には、明かりが少

ない所に行かなければ見ることができませんが、はっきり見える時は、周りが明るくても

見ることができました。自分の住んでいたレジデンスはダウンタウンに位置しておりなが

らも、自分の部屋からはっきりと確認できました。やはり実物で見た方が、写真で見るよ

りも格段に違いました。この体験は、カナダに来なければできない体験だと思います。寒

いのも難ではありますが、カナダに来る際には、寒さに耐えて、経験するべき体験のうち

の一つであると思います。 

もう一つお勧めするのは、ホッケーの試合観戦です。ここ、カナダではホッケーが国技

であり、皆が好きなスポーツです。ヨーロッパでいうサッカーのように、ホームチームが

ゴールを決めた時の盛り上がり方が異常なくらい盛り上がったときはとても驚きました。

自分もスポーツをやっているので、とてもスポーツをやりたくなりました。これは、絶対

に見るべきだと思います。 
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勉学の方ですが、やはり、行く前に想像していたよりも違って、言葉の壁にぶつかって

しまい、とても大変でした。着いた当初、現地の人々の会話についていけなく、何を言っ

ているのか全く理解出来ませんでした。当時は、このこともそうでありましたが、何より

ルームシェアとはいえ、自分のことは自分でやらなければいけないという、初めての自炊

ということも重なり、とても大変でした。最初はすべてが嫌になり、早く時間が過ぎない

か、日本に帰りたいと毎日のように思っていました。カナダに慣れるのも約一か月かかり

はしましたが、慣れてくると ESL での友達も次々とできたため、授業もとても楽しく感じ、

日本にいたときに授業を受けているようなホームな感じといいますか、居心地がとてもよ

かったです。何よりうれしかったのは、英語があまり話せない中ジョークを言い合ったり

して、より仲良くなれたことです。相手も、それに乗ってくれて自分にジョークを言って

くれたりして、仲良くなれるし、また英語の勉強にもなり、学校での生活は有意義に過ご

せました。 

現地の学校で授業を受けていて感じたことは、日本の授業と違って、縛られていないと

言えばいいのか、わかりませんが、自由な感じで、生徒が楽しく授業をできるような雰囲

気でした。日本の授業では、トピックによって異なりますが、退屈な授業であれば、ある

人は寝てしまいますし、ある人は、ケータイをいじり始めます。しかし、カナダでの授業

では、誰一人寝ていませんでした。むしろ、どの生徒も積極的に自分の意見を発言してい

て、より集中し、自分のためになることばかりでした。自分は教職をとっており、自分か

らの目線、教師からの目線というふうに、どのようにすれば生徒が楽しく授業できるのか、

また、教師側からとしては、どのようにすれば生徒が楽しく授業を受けてくれるのか、な

ど考えながら授業を受けていました。自分なりに、はっきりとは言えませんが、これから

に生かせる何かをつかむことはできたと思います。言葉に表せることはできませんが、こ

れもこれで、留学の醍醐味だと思います。 

交友関係にしても、昨年名古屋学院大学に留学してきていた、友達のおかげで、現地の

人と交流するきっかけを作ってくれて、たまに食事を囲みながら、楽しく会話することが

できました。友達が、日本に興味を持っていることから、友達の友達も日本のことが好き

で、日本についてよく会話しました。自分の知らないようなことまで、知っていて驚きま

したし、また、自分が日本人であることが恥ずかしく思いました。自分は、日本人である

のに、日本のことを知らなすぎだと思いました。留学に行く際は、英語も勉強しなければ

いけませんが、日本の文化、または、歴史について一通り勉強する必要があると思います。

そうすれば、日本についてより深く知ってもらうことができます。知ってもらうことがで

きれば、多くの人に日本を知ってもらうことができるはず、だと思いました。 

現地の人だけではなく、近辺にあるもう一つの大学に留学に来ている日本人とも仲良く

なりました。自分より頭が良いので、自分も頑張らなければいけない、と思わせてくれた

ので、いい刺激をもらうことができました。海外に行ったのに、日本人と仲良くなってい

いのか、と思いがちですが、これもこれで大切な出会いの一つだと自分は思いました。人
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にはそれぞれの価値観があり、ためになる話をよく聞くことができました。 

たった四か月とはいえ、とても充実した日々を送ることができました。本当は延長して

でも現地に滞在したかったです。現実はそう甘くないので、できませんでしたが、いつか

少なくとも一年は現地で勉強したいと思っています。自分には、教員になるという夢があ

り、夢を実現できたら、留学するのも難しくなってくるので、できるだけ、学生のうちに

行きたいと考えています。カナダへ留学に行けたことを心から誇りに思っています。この

四か月間は、大切な経験、そして大切な思い出です。この経験をこれからの生活に生かし

ていきたいと思います。 
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中期留学報告書 

～Canada life～ 

 

グラント・マキーワン大学  15F0092 土本 麻未 

 

8月４日、家族や友達たくさんの人に見送られながら日本を旅立ちました。私が中学生の

ころから行きたかった留学なので、留学が決まった時は信じられないくらいとても嬉しく、

この日も自分が本当に留学に行くという実感がありませんでした。 

私は、交換留学先のマキューワン大学に行く前に１か月間 Vernonにあるオカナガン大学

に短期プログラムとして行かせてもらいました。オカナガン大学では、名古屋学院から短

期留学として一緒に行く子が多かったのであまり不安はありませんでした。学校でも、生

徒のほとんどが日本人で外国人は韓国人やドイツ人やサウジアラビアの人が少しいるくら

いでした。けれど授業では日本人同士でも日本語を喋ってはいけなかったので、集中して

授業を受けることが出来ました。住むところはホームステイでした。ホストマザー、ホス

トシスター、ホストブラザーが一人ずついるホストファミリーで、家の中に犬も二匹いた

のでとても楽しく快適に過ごすことが出来ました。最初の４日間は、引率で来てくれたト

ム先生も同じホスト先に住むことになったので、ホストファミリーとすぐ打ち解けること

が出来てすごく感謝しています。家の近くにビーチがあったので、週末にはほとんど毎日

ビーチに連れて行ってもらいました。朝ごはん、昼ごはんは自分で作っていたのですが、

夜ご飯はホストマザーが毎日美味しい料理を作ってくれました。学校の行事で、１泊でキ

ャンプにも行きとても楽しい思い出を作ることが出来ました。Vernon は田舎で景色がすご

く綺麗で、人が暖かくとてもいい所でした。最初はこのプログラムに行こうかとても迷い

ましたが、カナダの家庭にすむことが出来ていろいろな人と触れ合うことが出来たので本

当に行ってよかったと思いました。Edmonton に行く前に耳を慣らすためにもとてもよかっ

たと思います。 

8 月 24 日、ホストファミリーとオカナガンの友達とお別れして Vernon から Edmonton に

移動しました。Edmontonに着いた瞬間、まだ八月にも関わらず肌寒さを感じました。Vernon

とは違って Edmontonは都会で正反対でした。去年名古屋学院に留学生として来ていて仲良

くしていた人達がいたので、ここでもあまり不安はありませんでした。空港まで迎えに来

てくれて、久しぶりに再会することができてとても嬉しく思いました。さらに周りの友達

や家族を紹介してもらい交流を広げることができ、いっぱい助けてもらったこともありま

した。学校が始まるまで 10 日間くらいあったので、Banff と Calgary に旅行に連れて行っ

てもらいました。偶然オカナガンの短期組とも会うことができて、新しい友達とも仲良く

なれ綺麗な景色を見ることもできてとても楽しい旅行でした。MacEwanの寮はとても大きく

綺麗で、最初見た時はびっくりしました。ルームメイトはオーストラリア出身の子だった

ので、ルームメイトからも英語を学ぶ機会がありました。キッチンとバスルームは共同だ
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ったので、過ごしていくうちにやはりいろいろとお互い不満はあり、直してほしいところ

はお互いにちゃんと言い合って、最後まで協力して過ごすことが出来ました。寮ではすべ

て自炊だったので、あまり料理をしたことがなかった私にとっては毎日料理を作ることが

とても大変で、最初の 1,2 週間は毎日外食をしていました。けれどいろいろな料理に挑戦

してだんだん料理を作ることが楽しくなってきました。 

そして 9月 4日から学校が始まりました。私たちが通う校舎は、寮から歩いて 30分くらい

のところにありました。まず学校に行った時に驚いた事は、日本人がいなかったことです。

同じ名古屋学院から来た生徒私を含めて 4 人しか見当たりませんでした。でもそれはとて

も良い環境だったと思います。最初にクラス分けのテストを行い、私は Writing&Reading

クラスと、Listening&Speaking クラスと、Pronunciation クラスを受けることになりまし

た。Writing&Reading classでは、自分にとってレベルが高いクラスだったので、周りの生

徒は積極的に発言をしているのに、私は今何をやっているのか分からないという状況で授

業についていくのに必死でした。しかしだんだんと授業にもついていけるようになり、余

裕ができました。Speaking&Listening class では、毎日ペアワークやグループワークをや

りました。そのおかげで早くクラスメイトの名前を覚えることができ、仲良くなることが

出来ました。Pronunciation classは、最初に 4,5人で毎日違うお題でディスカッションを

行い、それから教科書の内容をやったり自分の発音を録音して自分で聞いたり先生に直し

てもらったりする授業をしました。自分の発音を改善するためにとてもいい授業でした。

どの授業でも同じですが、問題解くときはほとんどペアーで解いたり自分で解いてからペ

アーと確認したりしました。ペアワークやグループワークも毎時間あるので、いろんな人

と英語を話す機会がありました。クラスのほとんどは中国人で、一番仲良くなれたのも中

国人の友達でした。周りのほかの国の生徒たちは母国語のように英語を話すので、最初は

自分の英語力のなさに焦りすごく戸惑い不安でした。みんなよりも頑張らなきゃいけない

と思い、寮に戻ってからは宿題はもちろん、予習復習もきちんとやるようにしていました。

日にちを重ねるごとにだんだんと授業にも慣れ、友達も出来てきたので不安は少しずつ消

えていきました。授業は ESL だけで、ESL の校舎だけメインキャンパスと離れていたので、

MacEwan に通っている生徒とはあまり関わることができなくて残念でしたが、学校のイベン

トでパーティーなどがありそこで仲良くなれた友達も出来ました。中期の人は本当に頑張

らないとあまり伸びないと聞いていたので、学校の授業だけではだめだと思い、10 月から

公共図書館の英会話サークルに行き始めました。学校の授業が毎日昼の 12:30~17:00 まで

だったので、午前中の時間をどう使うかが重要だと思い毎週火曜日と木曜日は 10:00~12:00

まで図書館に行きそれから学校に行くという生活を送りました。授業よりも少人数なので

英語を話せる機会が多く、さらに学校よりもあまり英語が話せない人達の方が多かったの

で、ちょうどいいなと思いました。ここでもいろいろな国の人達が集まり、その国の文化

などをいろいろ知ることが出来たし、ここで出来た友達とも仲良くなることが出来ました。 

カナダで一番困ったのはやはり寒さです。Edmontonはカナダでも北の方だったので、10月
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の半ばにはもう雪が降ってきて、11 月のピークの時には-20℃を超しました。そんな極寒を

体験したことがなかった私にとってはとても厳しい寒さでしたが、寒さもだんだんと慣れ

ていきました。その寒さのおかげで、オーロラを 2 回も見ることができました。とても綺

麗で感動しました。学校の友達にアイスホッケーの試合も観に連れて行ってもらいました。

とても迫力がありすごく楽しいスポーツで、ぜひまた見に行きたいと思いました。 

カナダで過ごした 5 か月という期間は本当にあっという間でした。短い期間でしたが、学

んだこと、気づかされたこと、得たものがたくさんあり、何より自分自身とても成長した

なと思います。たくさんの人に支えられて充実した留学生活を送ることができました。カ

ナダでお世話になったホストファミリー、先生や友達、日本で応援してくれていた先生や

友達、そして留学に行かせてくれた親に感謝の気持ちでいっぱいです。 
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中期留学報告書 

 

グラント・マキーワン大学  15F0154 村田 詠美 

 

2012 年の 2 月に公費留学が決まり、秋学期の間カナダの学校に通えることになりました。

直前の準備はなかなかはかどらず、1 週間前になってパッキングを始め、4 か月間日本を、

家族を、名古屋の学校を離れるといった実感が湧いていなかったのを覚えています。8 月

24 日のセントレア発の便で無事カナダに到着しました。カナダの夏は日本ほど暑くはない

ですが、日差しが強いのでサングラスは欠かせませんでした。学校が始まるまでに 1 週間

ほど時間があったので、名学に留学していたマキューワンの学生と、エドモントンの街並

みを見に行き、建物を紹介してもらいました。大きな議事堂やアルバータ州で一番大きい

ショッピングモールにとても驚きました。その際にバスの乗り方、地下鉄の使い方なども

教えてもらいました。カナダのバスは先に料金を払うシステムで、3ドル払えばどのバス停

までも行き放題です。私たちは学生カードを提示すれば、料金を払う必要はありません。

また地下鉄を利用するのは無料、ということに驚きました。バスの運転手の方たちは、人

によりますがとても親切で、ここへ行くにはどのバス停で降りればいいか、などを教えて

くれました。マキューワン大学には学生寮があり、私たち日本人留学生も利用していまし

た。ESLの生徒だけでなくアカデミックの学生も多く住んでいました。部屋の種類は一人部

屋、二人部屋、四人部屋で、私の部屋は二人部屋で私のルームメイトはカナダ人でした。

個人部屋とキッチンルームが共同部屋で、バスルームトイレ付でした。学生食堂等はなか

ったため毎食自炊をしなくてはいけません。キッチン用具やトイレのクリーニング用品は

ルームメイトと共有して使いました。寮にはフロントがあり、フロントを通せば友人や家

族を宿泊させることができます。さすが、各国の人が集まっているだけあって、週末の寮

はとてもにぎやかで、フロアごとにパーティーも行われていました。私たちも ESL の友人

たちと集まって楽しく週末を過ごしていました。中国人の友人が多くいたので、中華料理

を何度も振る舞ってくれました。また日本人で集まり、簡単に作れる日本食を作りました。

また特に驚いたのが、試験期間にも関わらず週末のパーティーが行われていたことです。

カナダ人はオンオフの切り替えがとても上手です。遊ぶときは遊ぶ、勉強するときは勉強

する、というメリハリが付いていて、とても勤勉であり、遊び上手でもあります。日本人

学生に足りないものだと感じました。どんなに試験や課題が詰まっていても週末の夜だけ

は特別で、日本人学生のように週末はバイト三昧、というような人は少数でした。またイ

ベントの盛り上がり方も日本とは違います。10 月のサンクスギビングデイやハロウィンの

イベントは大盛り上がりでした。ハロウィンパーティーでは仮装をし、マキューワンの学

生の仮装のクオリティにとても驚きました。たくさんの人と写真を撮ることができたので

日本の学生に見せたいです。また多くのパーティーで友人を作る機会がありました。

Facebookの友人リストもそれにより増え、多くの人の海外生活を知れるようになりました。
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パーティーを通し友人も増え、他大学の話をよく聞くようになりました。マキューワン大

学には日本人はごくわずかしかおらず、ESLの生徒のみでしたが、近隣のアルバータ大学に

は、マキューワンに中国人がいる割合と同じくらい日本人がいたようです。街でもある時

期から日本語をよく聞くようになった気がします。日本の提携大学が多いようです。 

クラスは、リーディング、リスニング・スピーキング、ボキャブラリ、の３つのクラスで

す。どの授業も初めはとても緊張し、クラスメイトに話しかけられるのさえ怖かったのを

覚えています。自己紹介から始まり、クラスによっては毎回小テストがあったり、課題が

多かったり、グループワーク、プレゼンテーションなどがありました。そんな緊張する毎

日にも慣れると、授業を楽しめるようになりました。プレゼンテーションは完璧に練習す

ることで、早く披露したい、とさえ思い、グループワークでは他の学生の意見を聞くのが

楽しく、何より為になる、と感じました。世界各国の人々が学校に来ているため、日本に

対する概念を知ることができました。当時は尖閣諸島の問題が起こっていたので中国、日

本に対する意見を話していました。また日本の印象を聞いて特に私の印象に残っているの

が、日本人はとても働き者だ、毎日毎日遅くまで働いて家族は悲しまないのか？、という

言葉です。自殺者が多い国、という事実を伝えたら、とても驚き悲しい顔をしていました。

その反面で、日本は技術も発展しているしとても治安は良く、留学する必要はない、とも

言われました。その理由を抽象的にしか伝えられなかったを覚えています。またどの国の

人も、寿司は最高だ！と思っているようです。週 5 回の毎日のクラスを通し、学校の友人

が増えました。リスニングのクラスでは同世代の子が多くいたため、休日でも集まって遊

べるような友人グループもできました。私の部屋に招待したり、招待され皆で料理をした

り、これからも連絡を取り合える仲になれたと思います。クラスを楽しめたのも、課題を

こなせたのも彼らのおかげでしょう。また友人と話すことでさえ私にとっては勉強です。

そんな贅沢な環境にたくさん飛び込むことができて良かったです。日本に帰るときは、友

人たちのことを一番名残惜しく感じました。しかし一生の別れではないことを約束し、さ

よならの挨拶をしました。エドモントンの気候は、決して日本では味わうことのない寒さ

でした。エドモントンならではの遊びもたくさんできました。多くの友人と多くの思い出

と経験を与えてくれたエドモントンに感謝します。 
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中期留学報告書 

 

オカナガン大学  15F0046 小山 優美 

 

私は、中学生の頃から留学に憧れていました。また、英語を学ぶだけではなく、将来に

つながる何かを探したり、様々な国の人と交流することで視野を広げたり、人見知りで自

分一人では何もできない性格を変えたい、と思い留学を決意しました。私の留学先は

Kelowna というところで静かで小さな街でした。公共交通機関はバスとタクシーしかありま

せん。日本とは大きく違い、バスが遅れてくるのは当たり前、１本来なかったり、道を間

違えたりということも度々ありました。それでも怒る乗客はあまりおらず、むしろ笑顔で

した。そのくらい現地の人たちは温厚な人ばかりでした。私の通っていたオカナガン大学

は college だったのであまり大きくなく、アットホームな雰囲気でした。オリエンテーシ

ョンの日に初めて学校に行って驚いたのが日本人の多さ。関西外国語大学からたくさん来

ていて、ＥＳＬの日本人は新入生だけで３０人以上いました。そのためクラスには必ず日

本人がいて、休み時間にはいつも日本語が飛び交っている状態でした。 

 

ホストファミリーは同じ大学の福祉系の学部に通っているコスタリカ人のホストマザー

Angie、中国人のホストファザーSam、当時４歳の Jaden、２歳の Gabrielの男の子２人でし

た。ホストマザー、ファザーは年齢が近いこともありとてもフレンドリーで笑いの絶えな

い家庭でした。Sam はシェフの仕事をしているので、作ってくれる料理は絶品。日本の実家

の倍くらいの量を毎日ぺろりと食べていたので、私の顔はみるみるうちにぱんぱんに(笑) 

Angieはお買いものやデイケアなど、出かけるときは必ず誘ってくれ、たくさんのところに

行くことができました。何かイベントがあるときや休日はそれぞれの家族の家に行き、ホ

ームパーティーをしていたので、ホストファミリーの家族や親戚とも仲良くなることがで

きました。温かいホストファミリーに囲まれて生活していたのですが、最初の頃は日本に

いる友達、家族に会えない孤独感や、日本でみんなが楽しそうにしているのを見ると羨ま

しく思い、家にいるときは毎日泣いてばかりで友達としょっちゅう「日本に帰りたい」と

Skypeをしては慰めてもらう、という日々でした。また、最初の頃は外国人の子に話しかけ

る勇気がなく日本人といることが多かったため、家以外で英語を話す機会がなかなかあり

ませんでした。授業でも他の国の子が積極的に発言している中、私は何も発言できず悩ん

でいました。私がとっていたのはＥＳＬというもので、英語を第二言語とする色んな国の

生徒と一緒に受ける授業です。Discussion,Writing,Reading の３つがありました。

Discussion ではその名の通り、ペアになって教科書やビデオの内容についてディスカッシ

ョンをしたり、文法、会話表現など、英語に必要な要素全てという感じでした。毎週金曜

日は大学のシアターで映画を見てその内容について話し合うという授業でした。Writingで

は Essay の書き方、よりネイティブに近い文章の書き方、時制などについて学びました。
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Writing の先生は陽気で、毎回生徒をいじりながら楽しく授業をしてくれました。Reading

では教科書やそれに関連したプリントを読んでパートナーと話し合っていました。セメス

ターの後半では、雑誌を読んで、それについて１０分間のプレゼンテンテーションを何も

見ないでしなければなりませんでした。こんなに長いプレゼンは初めてだし、カンペなし

なんてできない！と思っていましたが、Sam や Angie や Angie の弟の Miguel に手伝っても

らって、無事成功することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     やんちゃ坊主の Jaden        甘えん坊の Gabriel。 

 

最初の方はひどいホームシックだった私でしたが、カナダに来て約１ヶ月を過ぎたころ、

周りの人のアドバイスも手伝って自分の中で何かが吹っ切れ、積極的に行動できるように

なりました。クラスメイトの外国人を遊びに誘ったり、授業でも発言するようになりまし

た。そこからはとにかく毎日が楽しくて、しだいに帰りたくない！と思うようになりまし

た。この心境の変化は友達も驚くほどでした。たくさんいるクラスメイトの中でも、韓国、

インドネシア、ウクライナの子と特に仲良くなり、その子たちと常に行動していたので１

日のほとんどが英語でした。そのおかげで前よりもすらすらと会話ができるようになりま

した。話している中でそれぞれの国の宗教や歴史的なこと、考え方や言葉など、日本にい

たら知ることがなかっただろうことがたくさん知れたのでそれは私にとっていい機会でし

た。また、その友達は自分の意見をしっかりもっていて思ったことはすぐ口にする性格だ

ったので、どちらかというとはっきりと自分の意見を言えない私もだんだん思ったことを

正直に言えるようになり、日本にいるときとは全く違う自分になっていました。 

 

留学中は日本では中々味わえない数々のイベントを体験することができます。まず、外

国と言えばハロウィン！留学中のイベントで一番楽しみしていました。ハロウィンの前の

休日は友達の友人がホストのホームパーティーに行きました。ホーテッドマンションがテ
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ーマという家の中は日本では見たこと無いほどのデコレーションでした。中に入ってみる

と知らないカナディアンがたくさん。それもそのはず、100人以上いる中で、一緒に行った

友達 5 人と私以外は全員カナディアンだったのです。みんな衣装やメイクが本格的で、全

身青く塗ってアバターの格好をしている人もいました。カナディアンの友達があまりいな

かったので、たくさんのカナディアンとしゃべったり写真を撮ったりと交流できてよかっ

たです。パーティーの後はダウンタウンにある友達の家で音楽をかけて踊ってクラブごっ

こをしたり、朝までガールズトークをしたりしました。そして、ハロウィン当日。この日

は平日でした。私の想像ではハロウィンの日には街ゆく人がみんな着て歩いていると思っ

たのですが、現実は違いました。私は家から衣装を着ていったのですが、バスの中で衣装

を着ているのは私だけ。恥ずかしくてしょうがなかったです(笑) 大学内ではカボチャのカ

ービング大会があったり、ＥＳＬの生徒だけのゲーム大会がありました。コスチュームコ

ンテストもあり、私はミニーマウスにコスチュームで cutiest賞を獲ることができました。

先生の中にもコスチュームを着ている人がいて、私の reading の担当の先生も着ていまし

た。その授業は生徒も先生もみんなコスチュームを着ているというおかしな光景でした。

放課後は友達の家に行って Trick or treat!を体験することができました。カナダでは家を

回ってお菓子をもらうのですが、６歳くらいまでの小さい子がほとんどらしく私たちは家

で待機して訪ねてきた子たちにお菓子を渡していました。子供たちはバケツいっぱいにお

菓子をもって目をキラキラさせていて、日本にもこういう文化があればいいのに、と強く

思った瞬間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ハロウィンパーティー。 
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 大学内では他にもサルサナイト、バーベキュー、インターナショナルウィーク、卓球大

会など、頻繁にイベントが開催されており、カナダ人の学生と交流するチャンスは多くあ

ったのですがなかなか参加できず現地の友達を作れなかったのを後悔しています。 

 

 日本にはないイベントと言えば、Thanksgiving day です。これは１０月の第２月曜日に

あり、この日は多くの学校と会社が休みになり、家族で旅行に行ったり親戚みんな集まっ

てターキー（七面鳥）を食べたりします。私はホームステイ先でそれぞれの家族や親戚を

集めてターキーや北京ダック、ワインなど豪華な夕食を食べました。 

  

滞在中、旅行もたくさんしました。着いてすぐ Vancouver、１１月に Banff、Sam の友人

の wedding partyのために再び Vancouver、セメスター終わりにはアメリカ西海岸を回りま

した。BanffはＥＳＬの生徒の希望者で行く旅行でした。Kelownaと比べ物にならないくら

い寒く、－２０℃の日もありました。そんな寒い中でも綺麗な景色と今まで見たことない

ような大量のパウダースノーに興奮し、友達と一緒に終始はしゃいでいました。こんなに

大勢のＥＳＬの生徒と出かけることはないし、カナダらしい広大な自然を見ることができ

たのでいい機会だったと思います。アメリカ旅行は仲の良かった韓国人の友達と韓国の旅

行会社を利用して行きました。お金はあまりなかったですが、せっかくアメリカに近いカ

ナダにいるということで、移動が全てバスという＄499の貧乏旅行をすることに決めました。

参加者はほとんど韓国人。ガイドの人は韓国語がわからない人のために英語で説明してく

れたので特に困ることはありませんでした。バンクーバーから出発し、シアトル、ポート

ランド、ラスベガス、グランドキャニオン、ハリウッド、サンタモニカビーチ、ユニバー

サルスタジオ、カリフォルニアのディズニーランド、サンフランシスコに行きました。シ

アトルやポートランドではアウトレットでショッピングでした。そこでは税金が少ないし

日本と比べ有名ブランド品がかなり安かったです。ラスベガスはこの旅行の中で一番印象

に残りました。年齢が達していなかったためカジノやお酒を飲むことはできませんでした

が、とにかく眠らない街というだけあってその景色を見るだけで十分楽しむことができま

した。カジノができなかったため、私たちはラスベガス・ストリップというメインストリ

ートのようなところを夕方から朝の４時まで歩き続けました。そこにはたくさんのホテル

が並んでいたのですが、そのホテルのほとんどが豪華で、パリやベネチアやタイなど、あ

らゆる都市や国をテーマにしたものもありました。中にはショーを行うところもあって終

始その壮大さに感動していました。お昼に行ったアーケード通りも、様々なスタイルのア

ーティストの人たちがいて、本当にエンターテイメントの街だな、と思いました。ハリウ

ッドは歩いていると映画に出てくるキャラクターや人物のコスプレをした人たちが寄って

きて「一緒に写真を撮ろう！」と言ってきます。これは無料ではなく写真をとったらチッ

プを払わなければなりません。バスの移動中には、ハリウッドスター達が住んでいるビバ

リーヒルズを車内から見ることができました。そこには高級ブランド店やセレクトショッ



56 
 

プなどがずらりと並んでいました。そして、その日の最後はユニバーサルスタジオに行き

ました。日本よりもかなり大きく、さすが本場という感じがしました。ユニバーサルスタ

ジオ内をツアーで回るアトラクションでは、様々な映画のセットが再現されてあったり、

特殊効果の秘密などを知ることができました。日本にはこのアトラクションがないので、

貴重な体験ができてよかったです。次の日に行ったのがカリフォルニアのディズニーワー

ルド。日本のディズニーランドとほとんど同じでしたが、キャラクターの声や仕草が日本

とは微妙に違っていたので、新鮮でした。友達は前日は「ディズニーのテーマパークなん

て大人は楽しめない」と言っていましたが、入園した瞬間大はしゃぎ。２人で思いっきり

楽しむことができました。最後の目的地はサンフランシスコ。船に乗ってクルーズを楽し

みました。日本語の音声ガイドも付いていてサンフランシスコの歴史や建物の説明を聞く

ことができたので良かったです。この旅行は全てがバスでの移動だったのでつらい時もあ

りましたが、日本からアメリカはなかなか行くことができないし短い間でたくさんの場所

を回れたのでいい機会だったと思います。ただ、カナダに行ったのにナイアガラの滝やオ

ーロラを見ることができなかったので残念に思います。せっかくの機会なので、これから

カナダに留学する皆さんは、是非自分の目で確かめてほしいです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samの友人の結婚パーティーinバンクーバー 
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バンクーバーのスタンレーパーク。クリスマスイルミネーションがすごかった！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリスマスの朝。夢中でツリーの下にあったプレゼントを開けてます。 

 

今回の留学を通して、大きく変わったのはスピーキングです。日本では授業があっても

日本人同士だと恥ずかしい気持ちがあり、ふざけてしまうので中々練習する機会が無かっ

たのですが、多国籍の友達を作ることで、話す機会が増えインプットの量も増えるので、

だんだんとスラスラと話せるようになっていきました。また、ほぼ毎日リーディングとラ
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イティングの勉強があり、日本のクラスに比べ少しレベルが高かったため、継続して行っ

ているうちにコツをつかむことができました。特にライティングは最初こそ授業について

行くのが精いっぱいだったものの、最後の試験では先生に褒められるまでになることがで

きました。今回の留学では英語はもちろんのこと、それ以外にもたくさんの経験をするこ

とができ、成長につながりました。自分で考え行動する力、リーダーシップ、発言力、ど

れも留学前の自分の中にはないものでした。日本の恵まれた環境を離れ自分主体で行動し

なければいけない状況に置かれ、だんだんとこういった力を身につけていったのだと思い

ます。そういった意味でも今回の留学は自分にとって有意義なものでした。留学の経験、

身に付けた力を生かし、現在は国際セミナーハウスのＲＡをしています。留学がなかった

らきっとＲＡをやろう、と思うこともなかったと思います。留学がＲＡにつながったよう

に、この経験も何かにつながることでしょう。このように、留学はきっかけ作り、将来の

幅を広げることにも大きく影響すると思います。良い意味で自分の人生を変える環境を与

えてくださった先生方、職員の皆さん、サポートしてくれた先輩方に感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 
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中期留学報告書 

～貴重な体験～ 

 

オカナガン大学  15C0217 水野 将弘 

 

 私は８月４に出発しました。出発前は期待より不安のほうがまさっていたのですがいざ

行ってみると不安は全くなくなりました。これからどのような生活が送れるかとても楽し

みでした。全く知らない土地で新しいことばかりで刺激を受けることが多かったです。 

 始めはカナダのブリティッシュコロンビア州にあるにあるオカナガン大学のバーノンキ

ャンパスで３週間研修をうけました。バーノンは田舎町なのですが湖が多くきれいでとて

もいい場所でした。授業は９時～３時まであり、ELSクラスは４つレベルがありました。授

業内容はリーディング、ライティング、プロナンシエーション、ディスカッションです。

金曜日は野外へのアクティビティーがありました。週末は湖に行きビーチバレーをしたり

泳いだりしました。ボランティア活動では、ドラゴンボートの大会の手伝いをしました。

学校のアクティビティーとして２泊３日、ELSクラス全員でキャンプに行ってきました。キ

ャンプを通じてほかのクラスの人と仲良くなり新しく友達ができサッカー、バレーや湖で

遊びました。 

 はじめのホームステイ先はホストマザーと１０歳の男の子の家庭でした。しかしホスト

マザーが常にお酒を飲んでいてまた家の中が犬や猫の毛がたくさん落ちていて掃除も全く

されなかったので、すぐでホームステイ先を変えました。ステイ先を変えるとき先生に言

いたいことをうまく言えず自分の英語のできなさを実感し落ち込みました。しかしこれで

はダメだ。と思いすぐ切り替え勉強をすることができました。次のホームステイ先は夫婦

と１７歳の女の子でした。家にプールがあったのでホストファミリーと一緒に入っていま

した。またマウンテンバイクを乗りに出かけました。近くにバスが通ってなく学校へ行く

のに近くのバス停まで送ってもらわなければならない不便な場所でしたがとても明るい家

庭だったので楽しかったです。 

 次の大学はオカナガン大学のケロウナキャンパスに移動しました。バーノンとケロウナ

の間は車で３０分くらいだったので近かったです。ケロウナキャンパスはバーノンキャン

パスと比べると広かったです。 

 初めのオリエンテーションにクラス分けテストがありました。もしこのテストでの結果

でクラスが合わなかったら移動できます。移動していた人が多い印象をうけました。 

 私は ESL の授業を４つ受けました。リーディング、ライティング、プロナンシエーショ

ン、エッセンシャル。エッセンシャルは毎日授業ありそれ以外の授業は週３回でした。リ

ーディングでは、先生がクラスメイトを登場人物としたストーリーをつくりそれを読み問

題を解きました。主人公が身近の人なので楽しく読むことができました。ひとりひとりに

ipad を配布してそれを使って授業をしたので驚きました。毎週金曜日は小テストがありま
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した。ライティングでは文法の問題集を使って授業をやり、また先生から題材が決められ

てそのことに関する文章を作成しました。毎週金曜日は文法のテストがありました。プロ

ナンシエーションでは th の発音や l と r の発音の違いなどをやりました。l とｒの発音は

難しく話し相手に伝わらなかったのですが何回も練習したら伝わるようになってきました。

発音が悪いと聞き手側に迷惑をかけてしまうので発音はとても大事と思いました。他には

TONGUE TWISTERS を何回も読み、パソコンを使って録音したりしました。最終テストは、

TONGUE TWISTERS の発音でした。エッセンシャルではグループになり授業をすることが多

かったです。またプレゼンテーションがよくありました。たとえば、自分の国のセレブレ

ーションの紹介をしました。私は、お正月について発表しました。調べていると自分自身

も知らなかったこともあったので、勉強になりました。中国、タイ、ベトナムのニューイ

ヤーやサウジアラビアのラマダンなどの発表も聞けて初めて知ったことが多かったです。

大学内に日本人は多かったですが授業内ではあまりいませんでした。１０月末にミッドタ

ームテスト、１２月に最終テストがありました。 

 学校ではよくイベントがありました。ハロウィンでは学校でかぼちゃに顔の形を彫りま

した。仮装コンテストもあり、私はピエロの衣装を着て参加しました。さまざまな衣装の

人がいたので見るだけでもとても面白かったです。他にはインターナショナルウィークが

ありました。これは各国の衣装、食べ物、ダンスや歌などの紹介でした。クリスマスでは、

お菓子で家をつくりました。またターキーのハンバーガーやお菓子などもらえました。 

 ケロウナでのホストファミリーは夫婦と１１歳のホストシスターと８歳のホストブラザ

ーの４人家族でした。ホストファミリー会ってすぐにボウエンアイランドに連れて行って

もらいました。ケロウナから車でバンクーバーまで行きそこからフェリーに乗ってその島

に向かいました。バンクーバーからは２０分ほどで着きました。滞在先はホストマザーの

友人の家でした。そこの家からはバンクーバーやアメリカの山が見えた景色がとてもすご

かったです。島ではボウエンフェスティバルが開かれておりパレードなどやっていて活気

がありました。他には Osoyoos という場所に行ってきました。ここはケロウナから車で３

時間くらいの場所にあります。そこでは乗馬体験をしてきました。 

 学校からの旅行でバンフに行ってきました。ゴンドラに乗って山頂まで行きそこからの

眺めはとてもきれいでした。山頂付近はマイナス２０度くらいだったので体の感覚がおか

しくなりました。街中に野生動物がいたのでとても驚きました。バンフはとても美しい街

だと思いました。 

 週末に友達とバンクーバーに行ってきました。ここではキャピラノ吊り橋、グラウスマ

ウンテン、スタンリーパークなどに行ってきました。ホストファザーがグラウスマウンテ

ンをおすすめしていたので行きましたが天気が悪かったのでダウンタウンの景色が見えま

せんでした。１１月の末で既にスキーやスノーボードをしていたので驚きました。他には

シアトルに行ってきました。シアトルはカナダと雰囲気が違いました。ビッグホワイトと

シルバースターにスノーボードをやりに行ってきました。ビッグホワイトは市内からバス
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が出ているので簡単に行けました。 

 食事では、モモやリンゴやプラムなど皮をむかずにそのまま食べることに驚きました。

しかし日が経つにつれて慣れてきたのでそのまま食べても抵抗がなくなりました。サンク

スギビングやクリスマスの日はターキーが出てその大きさやターキーにクランベリーソー

スをかけて食べるのに驚きました。またスタッフィングやオレンジ色の薩摩芋みたいなも

のなど初めて食べたものもありました。 

 留学を通して語学だけではなくたくさんのことを得ることができとても貴重な経験がで

きました。 
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中期留学報告書 

～ペンシルバニア州インディアナでの生活～ 

 

ペンシルバニア州立インディアナ大学  14F0036 加藤 里奈 

 

 2012 年 8月 20 日は私にとって数ヶ月間にわたる海外生活のスタートの日でした。乗り継

ぎでデトロイトを経由したのですが、中部国際空港での乗り継ぎのチケットが印刷されな

かったというトラブルがあり、ピッツバーグ行きのチケットを手にしたのは搭乗数分前で

した。また、大学からの迎えのバスが来るのをピッツバーグ空港で数時間待つなどトラブ

ルが続き、派遣先大学の寮に到着したのは夜の 9時近くでした。私は共同スペースと個人

の部屋とついている形式の部屋を選んでいました。初日は初めての長時間飛行に疲れてい

たので早く部屋に入って休みたいと思っていましたが、ベッドがマットレスのみの状態で、

買い物に行くまでは持参したタオルなどをシーツや枕の代用にしていました。 

 インディアナの緯度が日本の東北地方あたりなので、結構な量の雪が積もると心配をし

ていたのですが、雪が降ったのは数回でした。ただ、教室やダイニングホール内との気温

差が激しく、風邪を引きそうになることも何度かありました。脱ぎ着しやすいパーカーな

どの上着を持っていった方が良いと思います。ダイニングホールは 10月でも冷房がついて

いました。また大学の敷地内にリスやウサギが出てくることもあり、外を歩いていて子ど

ものシマリスに前を横切られたことが二度ありました。 

 最初の数日間はインターネットの接続方法が分からず、日本との連絡も取れなかったの

で不安に感じることが多かったです。私の携帯電話は機器と現地校の Wi-Fiとの相性が悪

かったのかインターネットが接続できませんでした。パソコンはなんとか接続することが

できたので日本との連絡にはそちらを使っていました。ですが、寮の部屋は接続状況があ

まり良くなく、Skype などで話をしている際に切れてしまうことも多々ありました。 

 私のルームメイトは中国人の子でした。最初は不安もありましたが、食べ物や生活用品

を分けあったりしている間に段々と仲良くなっていきました。授業の終了時間が合わなく、

なかなかゆっくり話をする機会も取れなかったのですが、共同スペースで顔を合わせると

頻繁に立ち話をしていました。 

 授業は ESL の授業を取っていました。クラスによって内容も時間も変わってくるのです

が、私のクラスは朝一番からの授業が他のクラスの子に比べると少なく、朝の弱い私には

良かったと思います。その分、授業終わる時間が遅くなる日もあるので、他クラスの子と

遊ぶ際などには苦労しました。 

 授業は生徒を中心に進んでいてほとんどの授業で円形に机を並べて受けていました。自

分の国の政治や文化について話すことも多々ありました。最初はどのように説明していい

のか分からず、言葉に詰まってしまうこともありました。また、自分でテーマを決めてプ

レゼンをしなければならない時も何度かあり、テーマを決めるのにも苦労しました。何度
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か担当の先生にも相談をしながら、動画を交えるなど工夫して、自分なりに分かりやすい

プレゼンが作れたと思います。 

 私のいたクラスは日本人、台湾人、サウジアラビア人、中国人の集まるクラスでした。

最初はなまりが強く聞き取れないといったこともありましたが、段々慣れてきて仲良くな

ることができました。様々な文化や生活環境を知ることができ、英語以外の面でも勉強に

なりました。授業内でサウジアラビアのコーヒーや台湾の手作りタピオカミルクなどを振

舞ってくれる機会もあり、自分も何か持って来れば良かったと感じるときもありました。 

 ミールプランは週 14食のプランにしていました。休日は予定が入って食べ逃してしまう

ことも多く、寮内にあるお店で水や果物と交換できる制度があり本当に助かりました。ル

ームメイトや友達に話を聞くと、週 21食を取っている人もいれば週 7食の人もいましたが、

部屋にコンロもなく、私も朝が弱かったので、自分には調度良かったと思います。ダイニ

ングホールではメニューは時間ごとに変わり、様々な種類のものがありました。メニュー

にはチーズを使っているものが多く、最初は色々食べてみていたのですが、慣れてくると

メニューが固定化されていきました。ハロウィンなどのイベントが近くなると、特別なメ

ニューが用意される日がありました。また、大学近くの飲食店が出張でメニューを提供す

る日もあり、その日はいつもよりも混雑し、席を見つけるのが大変でした。 

 インディアナで生活していく内に、友達からの紹介で出会った中国人の女の子と仲良く

なりました。授業以外でも極力英語を話そうと考えていたので、その子と買い物に行った

りすることが多かったと思います。彼女は高校からアメリカで生活しているのでサンクス

ギビングには、その子の里帰りも兼ねて一緒に旅行にでかけました。日本に帰って来てか

らもメールなどで連絡を取り合っています。関西外国語大学から来た同じクラスの日本人

の子とも仲良くなり、一緒にご飯を食べたりしていました。合同プレゼンでは一緒にグル

ープを組みました。 

 何度か ESL 主催や大学主催のイベントや日帰りを含む旅行もあり、他のクラスの子や現

地の大学生と仲良くなれる機会もありました。バスを待っている際に話しかけてくれる子

もいて、インディアナには留学生を含め、親切な人が多かったです。私は何度か個人の部

屋の鍵を忘れて出てしまい、鍵が閉まってしまってから気がつくということをやってしま

っていました。その際に助けを求めた寮内の清掃係の人と知り合いになり、部屋から教室

に向かう際によく声をかけてもらっていました。ダイニングホールのいつも立ち寄るコー

ナーの従業員の人にも顔を覚えてもらった様で、笑顔で話しかけられることもありました。 

ESL 主催の日帰りの旅行で、首都のワシントンに行った際には、リンカーンの像の前で写真

撮影、映画のロケ地になった博物館に行ったりなど一日中歩きまわって観光しました。 

 長かったようで短かった 4ヶ月。最初こそ不安でいっぱいでしたが、楽しいことがあっ

たと思えば、思いもしないハプニングにあう等、短い間でしたが本当に良い経験ができた

と感じています。 

 



64 
 

中期留学報告書 

～アメリカ留学～ 

 

ペンシルバニア州立インディアナ大学  15F0148 宮内 ひかる 

 

 この留学の四ヶ月間は私が今までの人生で感じたことのないものを沢山感じ学んだ四ヶ

月でした。こんなにも素晴らしい体験ができたことに、両親、名古屋学院大学の先生方、

応援してくださった方々、またこの留学で出会った沢山の方々に感謝します。 

 ８月２０日に中部国際空港発デトロイト空港を乗り継ぎ、ピッツバーグ空港に到着しま

した。シャトルバスで Indiana University of Pennsylvania(IUP)へ向かい、２１時頃到着

しました。寮内へ案内され簡単な手続きを済ませてから、各自部屋へ案内されました。私

の部屋はアメリカ人の Sarah, Brianna、アメリカ人と韓国人のハーフの Nicoleと私の四人

部屋でした。部屋へ入ってすぐに Sarahと Sarahの友達が私を手伝いに走ってきてくれま

した。寮の部屋にはベッド、タンス、勉強机とクローゼットがあるプライベートルーム４

つ、真ん中にリビングがあり、部屋の入り口すぐに冷蔵庫、電子レンジと流し台がありま

す。ベッドはシーツやブランケットは用意されていなかったので初日は自身で持ってきた

ブランケット一枚で就寝しました。就寝する前に隣の部屋の Brianna(Bri)がノックをして

“Are you alright?”と訪ねてきてくれたのをよく覚えています。翌日から約二週間、オ

リエンテーションが始まりました。初めの第１週は留学生用のオリエンテーション、第２

週は American Language Institute(ALI)向けのものでした。オリエンテーションが終わっ

てからは日用品を買いに出かけたり、手続きを済ましたりといった時間に当てました。初

めは日本人同士で協力しなければならない機会も多く、英語を使う機会が少なくなってし

まうのでは、と焦りも感じましたがオリエンテーション終了後、８月の初め頃に授業が始

まり、クラス分けもされ、英語を使う機会もぐんと増え、そのような不安は徐々に解消さ

れました。クラスは初め５つのカラー、ブルー、イエロー、オレンジ、ホワイト、グリー

ンに分けら、私はオレンジのクラスでクラスにはサウジアラビア人、台湾人、中国人、日

本人がいました。クラスメートの半数以上をサウジアラビア人が占めていました。クラス

は教科書に添って進めていく授業もあれば、決められたグループまたはペアになり、決め

られた話題を元にディベートやカンバセーションまたプレゼンテーションを行うなど実践

的なものもありました。授業内ではお互いの異なった文化について話す機会も多く、アメ

リカの文化だけでなく、色々な国の文化についても同時に学ぶことができて、とても有意

義なものでした。時には郊外にある墓地へ行く、といった賛否両論の授業もありました。

気分を害してしまう人は不参加も可ということでしたが、私はアメリカの文化に触れる、

といった点で参加しました。その他にも図書館へ行き図書館にいるアメリカ人に話しかけ、

課題に添って話し合いをしそれをレコーディングするなどといった授業もありました。授

業は月曜日から金曜日の５日間で月曜日と水曜日は９時半から１７時前まで、火曜日と木
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曜日は１１時から１７時前まで、金曜日は９時半から３時間のクラスが一つありました。

金曜日の授業はアクティビティーの授業か TOEFLの授業のどちらかを選択することができ、

私は TOEFLの授業を選択しました。１０月には“Mid Term Examination”(中間試験)が実

施され、それぞれの授業でテストや課題が出されました。大きな試験ということでは中間

試験だけでしたが、日々日常の授業でクイズやテストが行われます。 

 授業外ではカンバセーションパートナーを募集することができ、私は現地出身の Kelly

に出会いました。彼女との出会いはこの留学の中でも特にすばらしい経験の一つです。

Kellyは私と同年代でスペイン語を専攻し昨年四ヶ月間スペインに留学をしていたので、留

学生の私の気持ちをよく理解してくれました。まめに連絡を交わし、授業後に図書館で待

ち合わせ、お互いのことについて話をし、Kellyのルームメートの Hollyや友達とも仲良く

なりました。10月に誕生日を迎えた Kellyと私の誕生日に Kellyのお家で Cake ballsを作

り一緒に 21 歳のバースデーをお祝いしました。今でも Kellyとは連絡を取り、お互いの近

況について報告し合っています。 

 休日はクラスメートのサウジアラビア人のお家の夕食に招かれサウジアラビアン料理を

頂いたり、学校で申し込むことができる Bus Tripでワシントン DC、NYCやナイアガラの滝

へ行ったりしました。１１月のサンクスギビングは授業がお休みになるのでフロリダ州へ

行きました。ワシントン DCではホワイトハウス、第二次世界大戦ミュージアムやリンカー

ンの奴隷解放宣言記念館へ行きました。アメリカの歴史は浅いと言われますが巨大な歴史

を感じさせる建物がいくつも立ち並び、見たもの全て興味深いものでした。と同時に歴史

についての知識をもっと持っていれば、もっと沢山のことも感じることができるのだろう

な、と思いました。NYやインディアナとはまた違いきれいで落ち着いた雰囲気の街でした。

どこへ行ってもアメリカが広大な国だということを身にしみて感じました。 

 １０月頃にルームメートの Nicoleが部屋移動をし、アメリカンアフリカ人の Amulaが新

しく加わりました。３人のルームメートとはリビングで話をしたり、一緒に DVDを見たり、

また私が生活をしている中で分からないことがあった時、困ったときなどはいつも助けて

くれました。日々出題される課題で分からない箇所も聞くといつも教えてくれました。私

の留学生活の毎日が心地良い環境の中で学ぶことができたのも、このすばらしいルームメ

ートたちがいてくれたからこそのものだと感じます。 

 英語は日本でも学べるかもしれませんが、直接英語を公用語とする地へ行き、文化に触

れ、人々に触れ、生きた英語を聞き、そしてすぐに学んだ英語を実践的に使える、といっ

た留学生活はすばらしいものでした。その地へ行っても日本人と日本語で会話していては

なかなか英語を学びにくくなってしまいます。しかしそこでどう考え行動を起こしていく

かで、変わってくるのだと思います。「どこにいても自分次第だ」ということを改めて感じ

た留学生活でした。留学生活のこの四ヶ月はもう過去のものとなってしまいましたが、過

去のものとなった今、その経験をこれからにどう繋げていくか、生かしていくか、だと思

います。ここで終わりではなくて、この経験を生かし更に前進していきたいです。 
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中期留学報告書 

 

ペンシルバニア州立インディアナ大学  15F2033 杉江 昂哉 

 

 留学というと、なにかすごいことのように感じて引け目を感じている人も多いでしょう。

初めに言っておきますが、僕はものすごく消極的で、ネガティブ思考の人間でした。今思

うとなぜあの時留学できたのか不思議なくらいです。でも、あの時友人の K・H君が僕を誘

ってくれていなかったら、今の僕はないでしょう。そんな僕を変えてくれた留学の話をし

ましょう。 

 まず、私は英語が好きだけど TOEICができるわけではありませんでした。留学から帰っ

てきて受けても 586点と特別英語力が伸びたわけでもありません。では、留学で私は何を

学んだのかとズバリ言いますと、積極性です。最初にも書いた通り、私はものすごく消極

的でした。自分で言うのも変ですが、積極的になれたというのは素晴らしいことだと思っ

ています。具体的に、どういう面で積極的になれたのかというと、人に聞くということで

す。僕は、わからないことがあっても人に聞きませんでした。というよりは、聞けません

でした。塾に通っていた時も、学校でも、バイトでもそうでした。人に聞くのが恥ずかし

かったのです。無知であるのを知られるのが怖かったからです。しかし、アメリカに行っ

て僕の考え方は 180°転換しました。無知であるのは悪いことではない、むしろ失敗を恐れ

て何もしないことの方が罪であると。 

 その考えに至ったのは、アメリカで受けた授業でした。その授業は、大学内にいるネイ

ティブのアメリカ人にインタビューするという内容でした。消極的な僕にできるはずがな

いと思っていました、ましてや英語でインタビューなんて到底できるはずもないと感じて

いました。しかし、怖いのは話しかけるという過程までで、話しかけたら何も怖くありま

せんでした。まあ、その人には時間がないと言われて断られてしまったのですが、自分が

勇気を出して話しかけたという事実は残ります。それはすごく大切なことだと今も思いま

す。今、就活をしていますが、以前の僕だったら絶対行けなかったであろうインターンシ

ップまで経験しました。行動力や積極性は人生でとても大切になってくる部分だと思いま

す。留学とは単に英語力を上げるためだけではない、むしろ人間力を底上げする貴重な体

験であると思っています。もし、この僕が書いた留学報告書を読んで、少しでも留学に行

きたいなと思ってくれる方がいるならば僕は幸せです。 
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中期留学報告書 

 

ペンシルバニア州立インディアナ大学  14F0108 西尾 菜美 

 

私は中期留学でアメリカの Indiana University of Pennsylvania（IUP）に４カ月間留学

しました。最初、派遣先が発表されたとき、正直、聞いたこともないし、提携校一覧にも

載っていなくとても不安でした。しかし留学の準備をしているうちに、環境が整っている

学校だなと思い始めました。 

 出発の時は、乗換の分のチケットが発券されなかったり、便が遅れたりとトラブルもあ

りましたが、無事着くことができました。IUPは空港からバスで２時間くらいのところにあ

り、学校のシャトルバスに乗って IUPに向かいました。IUPはとても大きい大学で、敷地も

広く学校内の設備は充実していました。学校内には IUP のグッズも多く売っていて生徒は

常に IUPのパーカーを着て、授業へ行っていました。ダイニングホールはバイキング 

形式で好きなものが好きなだけ食べることができます。また他にもベーグルやピザなども

買うことができます。寮だけで名学と同じくらいの大きさがあり、とてもきれいなところ

でした。学部も多く、安い授業料で高い教育が受けれることで有名らしく、たくさんの留

学生がいました。しかし、みんなレギュラーの生徒で英語がペラペラで、最初のオリエン

テーションでも話すことができず、自分が遅れていることがすぐにわかりました。IUPにつ

いてから１週間後には ALI 用のオリエンテーションもありました。そのころにはルームメ

イトも来て、やっと留学生活が始まったんだなと実感しました。私のルームメイトはアメ

リカ人で、英語がとても速く、ぜんぜん聞き取れませんでした。簡単な日常会話すらまま

ならず、もっと勉強すればよかったと、とても後悔しました。寮費の請求も間違っていて、

支払いもうまくいかず大変でしたが、IUPにいた日本人の先輩がいろいろ助けてくれてなん

とか払うことができました。そんな中で、授業がスタートしました。クラスは真ん中のク

ラスでしたが、ほかのクラスメイトは英語がペラペラでした。私たちのクラスにはサウジ

アラビア人、台湾人、中国人がいました。クラスの半分くらいがサウジアラビア人で、彼

らは特にペラペラでした。最初はほんとにみんなが何を言っているのかわからず、本当に

日本に帰りたいと思いましたが、それも１カ月くらいで慣れました。授業は１日３コマか

４コマでした。Grammar, listening, reading, writing, communication, vocabulary, tutor

などの授業があり、１コマは７５分でした。どのクラスの先生もおもしろくとても楽しい

授業ばかりでしたが、特に楽しかった授業は community participation という授業で、毎

週ボランティアや美術館、博物館見学へ行きました。ボランティアでは地域のガーデニン

グの手伝いや老人ホームの手伝いなどで地域の人たちと触れ合うことができ、その人たち

と日本料理、中国料理のパーティをしたりしました。学校ではいろいろなところへバスで

行くことができる、バスツアーがあり、私はナイアガラ、ニューヨーク、ワシントンなど

へ行きました。ナイアガラではナイアガラの滝を見ることができ、ニューヨークではたく
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さんの観光名所へ行きました。自由の女神は台風サンディーの後でフェリーが出ていなか

ったので見ることができませんでしたが、その他のところへは行くことができました。ワ

シントンでは博物館、リンカーンの銅像、ホワイトハウスなどを見ることができました。

他にも私は行っていませんでしたが、ピッツバーグ、フィラデルフィアなどにも行くこと

ができます。その他にも小さな遊園地やアウトレットへ行くことができるものもありまし

た。ツアーは日帰りのものから泊りのものまであり、自由行動なので、とても満喫するこ

とができました。また他の国の人たちがそれぞれ企画し、国の文化を知ってもらうための

イベントや、コンサートなど、そういった企画も充実していました。JAPASO という日本の

ことを外国人に知ってもらうためのサークルのようなものもあり、パーカー作成やおにぎ

りづくりなどしていたそうです。また conversation partnerというものがあり、申し込む

と学校がアメリカ人のパートナーを学校内で見つけてくれてそれをきっかけに友達になれ

るものがあり、私はパートナーと何回かご飯に行ったり、話したりすることができました。

中間テストが終わったあたりからクラスの友達とも本当に仲良くなり、冗談を言いあった

りするようになりました。クラスメイトが誕生日だったときは授業そっちのけでお祝いし

たり、授業以外の時間でも遊んだりしました。ルームメイトともだいぶ仲良くなり、一緒

に買い物に行ったり、ごはんを一緒に作ったり、クリスマスプレゼントを交換したりしま

した。Thanksgiving は友達とフロリダへ旅行に行きました。ディズニーワールドとユニバ

ーサルへ行きました。ディズニーは東京のものとまったく同じものもあれば、まったく違

うものもありました。ユニバーサルはハリーポッターのエイアがあり、日本にはまだない

のでとても楽しむことができました。フロリダ旅行が終わったあと、black Friday という

大きなセールがあり、それのためにピッツバーグに２泊しました。とても大きなセールで

アメリカ人はこのセールのために朝早くから並んだりするそうです。ほとんどのお店で４

０パーセントオフなどとてもすごかったです。Thanksgiving が終わった後ぐらいからは本

当に時間が過ぎるのが早かったです。みんなと離れるのは本当に悲しくて、もっとみんな

といたいと思いました。最後帰る前の夜はいろんな人が部屋まで来てくれて、別れのあい

さつに来てくれました。仲には私のために泣いてくれる子もいて、こんな友達ができて本

当に幸せで、留学に来てよかったと思いました。そんなかけがえのない友達に出会えただ

けで、留学に来たかいがあったと思いました。 

慣れない環境、初めての共同生活など本当につらくて、いろいろあり、何度も何度も日

本に帰りたいと思いましたが、そのたびにいろいろな友達に励ましてもらえて、乗り切る

ことができました。またいろいろな国の人に出会うことができて、アメリカだけでなく、

もっといろいろな国に行って、いろいろ見てみたい。知りたいと思うことができました。

留学で学べるものは英語だけではないと再実感しました。たった４カ月の留学でしたが、

得るものは多く、留学へ行ったことは一生の宝だと思います。 
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中期留学報告書 

～努力は嘘をつかない～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校  15F0130 古園 美久 

 

 私がアラスカで過ごしたのはたった４ヶ月という短い期間でしたが、これからの人生に

おいて、なかなかすることのできない体験をいくつかしました。 

 今回、私にとって二度目の渡米となりましたが、前回とは全く違い、すべて自分の手で

やらなくてはいけませんでした。そのため、気持ち的には余裕がありましたが、チップの

渡し方や問題が起きた時の対処方法というのが身についていなかったため、最初は戸惑う

こともありました。ただ、服などは現地に行ったら買えばいいや、という甘い考えで日本

を出てしまったのは間違いでした。LA経由でアラスカまで行ったのですが、８月のお盆過

ぎに出国し、LAについたときは日本と変わらない気候だけど湿気がないな、と感じたのに

対し、アラスカについた途端、寒くて持っている服だけではすでに足りないくらいでした。

気温は名古屋の冬、一番寒い日よりも少し暖かいかな、という温度で、行って一週間後の

朝には白い息がでました。９月の終わりには初雪を観測し、12月にもなると最低気温が

-40℃にいくこともありました。そのため、服を何枚も重ね着をし、ニット帽、手袋、マフ

ラーは必需品で、目元まで隠れるように顔を隠さないと寮から講義のある教室までのたっ

た 5分でも苦しかったです。鼻の中やまつげ、髪の毛も凍ります。手は手袋をしていても

痛いほど冷えました。 

 私のルームメートはたまたま日本人の子でした。しかし、たとえ同じ国籍でも多少の食

い違いも生じることがあります。それでもお互いにお互いのことを考えて行動するように

努力をしました。また部屋のなかでは日本語を、外に出たらなるべく英語を喋ろうと約束

し英語で話すようにしました。アメリカに着いた当初、日本人と一緒に過ごすのは避けよ

うと考えていました。日本人同士で固まってしまうとそれ以上に交流が広がらないこと、

日本語を話してしまうことを私自身、身をもって知っていたためです。とはいえ、アラス

カ大学には日本人が少なかったため、お互いに支え合うことも大切なのだ、と気づきまし

た。まだ雪の降っていなかった 9月中旬、高熱をだしてしまったとき、ルームメートがず

っと看病してくれました。現地の子たちもとても心配してくれ、人の暖かさを感じること

ができました。 

 授業はすべてレギュラーのクラスを受講しました。私が受けたのは言語学、キャリア開

発、スペイン語、フラダンス、ロッククライミングです。フラダンスやロッククライミン

グは鉛筆と紙と辞書がない状況の中だったので専門用語が出てくるたびに理解するのが難

しく感じられました。 

 特に苦労したのはスペイン語です。私は日本でスペイン語を受講しており、4ヶ月も言語

と離れたら忘れてしまう、そうなるのが嫌だったためにスペイン語は絶対に取りたいと思
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っていました。また向こうで知り合ったヨーロッパの人たちは、英語「を」学びに来たの

ではなく、英語「で」学びに来ている人ばかりだったのも影響され、私は自分の中で負荷

はかけたくないが、チャレンジがしたいという考えが大きくなり、迷わずにスペイン語を

選びました。最初に受講したのがあまりにも初歩的なクラスだったため教授と話をして少

しだけステップアップしたクラスに変えました。最初はとても楽しみにしていたスペイン

語のクラスも、いざ教室に行き、プリントに目をやっただけでめまいを起こすかと思いま

した。それは、日本ではまだ習ったことのない過去形のところをやっており、文章はすべ

てスペイン語で書かれていたためです。日本人は私以外だれもいません。生徒も先生も皆

英語を母国語とします。それでもやりたい気持ちのほうが強かったため必死にやりました。

先生の言っていること、なんて書いてあるかわからないこと、英語でどう聞いたらよいか

わからないことも多々ありました。初めてのアメリカのときとは違った辛さもありました。 

しかし今回の渡米は自分の意志であり、スペイン語も自らとったのだから頑張れると常に

言い聞かせていました。毎日、一喜一憂しました。同じ単語を何度も何度も紙の辞書でひ

きます。正直、なんでスペイン語を受講したのだろうと後悔した日もありましたが、期末

テスト前には自分で文章を作ること、文章を読んで理解すること、動詞の活用がわかって

きたこと、自分でも驚くほど成長がみられました。わざわざ日本語でかかれているスペイ

ン語の文法書をネットで購入し、勉強時には教科書、文法書、辞書、ノート、パソコンの

翻訳ソフトをいつも活用していました。 

 こうして頑張れたのには理由があります。現地で日本語を専攻している人たちに沢山会

い、彼らの頑張りを傍でみてきたからです。彼らは私達、日本人に英語で話すようにして

くれました。ただ、たまに日本語で話しかけてくれたこともあります。彼らは日本語をき

ちんと理解し、話すことができました。楽しんでいるようにもみえました。それをみて私

も嘆いてはいけないなと感じました。 

 ただ、あまりにもスペイン語に重点をおきすぎて言語学の予習として読むところが毎回

20ページほどありましたが怠ってしまうこともありました。そのときは授業中、聞くこと

もノートに書き写すのも早くてついていけませんでした。とはいえ、今となってはやはり

スペイン語を受講してよかったと思います。先生は英語で、教科書はスペイン語で、訳す

のは日本語へと、想像を絶するほど大変でしたが一気に三ヶ国語同時に触れる機会はなか

なかないと思います。 

 また、スペイン語を通して言語取得には相当な努力が必要なこと、頑張っている姿は必

ず誰かが見ていてくれている、ということに改めて気づくことが出来ました。私の姿をみ

て向上心があがったと言ってくれる人もいます。 

 アメリカの授業は日本のように聞くだけではなく、積極的に挙手し、質問や意見を言い

合い自分たちで授業を作り上げていくというスタイルは日本も見習うべき点だと思います。

あるいはペアワークのように人と接することで自分の分からないところがどこなのかが見

えてきます。 
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 アラスカはとても自然が豊かなところでした。オリエンテーションとしてキャンプに参

加し、その中でも私はカヤックをしました。カヤックの前にしたハイキングでは、地球に

はこういった大自然があるのだと思ったほどです。11月終わり、フェアバンクスではなく

隣町のアンカレジへ行きました。そのときは-10℃くらいでしたが動物園に行き、アラスカ

の動物を見て来ました。ムースや狼、見たこともないような大きな牛、山猫などがいまし

た。ムースは街中や校内にもよく出るそうです。足の長さが私の身長ほどで全長 2mもある

から注意しろ、そう言われたときは何を言っているかよくわからなくなりました。 

 氷点下の世界では見るものも、楽しみも変わってきます。沸騰したお湯を空中に投げる

とそのまま凍り、濡れたタオルも凍ります。アイススケートやアイスホッケーが盛んでし

た。ヒートテックを着なかった日はありません。お店の人にも、アラスカはファッション

じゃない、サバイバルなのだよ、と言われたときは納得してしまいました。日本から送ら

れてきたコートでは間に合いませんでした。薄いダウンの上にコートを着て、ズボンの下

にもタイツを履いても痛かったです。唯一救いだったのが、一歩建物に入ればとても暖か

かったことです。日本のようにわざわざヒーターをつける必要はありません。そのため、

人によっては室内で半袖、半ズボンの人もいました。 

 アラスカといえばオーロラです。今年は 11年に一度の当たり年だったそうですが、私は

4ヶ月いて 2回だけみることができました。空に緑色のなんとも不思議な帯をみたときはと

ても感動しました。しかしそのとき私は体調不良のときだったので写真におさめることは

できませんでした。意外となかなか現れないのかとショックを受けましたが、聞く話によ

るとオーロラは 1月や 2月がピークだそうなので残念に思います。 

 最初、アラスカに決まったときに周りの人はどうしてアラスカに行くの、と口をそろえ

て言いました。私も違うところがよかったと思ったこともあります。しかしアラスカに行

ったことによって沢山の人に知り合い、色々な人の考えに触れることができ、極寒の中で

も人は生きていけるのだということを知り、オーロラをみることができ、一番の当たりく

じをひいたのではないかと思います。 

 それに伴い、アラスカで出会った人々、自然、支えてくれた先生方や両親、一緒に頑張

った仲間たちに心から感謝の気持ちでいっぱいです。温厚な人たちに恵まれ、本当に帰国

するのが悔しくてたまらなかったですが、このアラスカで身についた生命力、努力、人と

のつながりを胸に、これからの生活に活かして行きたいと考えています。 

 この留学を支えてくださった友人や先生方、両親に感謝いたします。貴重な体験をさせ

て頂き、ありがとうございました。 
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Mis amigos de clase de español (My friends in Spanish class). 
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中期留学報告書 

-New Experiences in Alaska, Fairbanks- 

 

 アラスカ大学フェアバンクス校  14F0147 森 恒陽 

 

  「行けたら行きたい。」これが留学に対する 1年前の私の気持ちでした。当時の私にとっ

て留学とは雲の上の存在であり、自分の英語の力に自身の無かった私には縁のない話だと

思っていました。1年後、私が確かに実感したことは「行けたら行きたい。」なんて気持ち

では到底成長できないし、留学生活自体が自分の英語の自信をつけることになったという

ことです。 

  私は University of Alaska, Fairbanks(UAF)に 4ヶ月留学しました。到着して最初に思

ったこと、寒い。夏なのに肌寒い。次にキャンパスが広い。シャトルバスがキャンパス内

を周っていて、最初は迷子になるか不安に感じる程の広さでした。そして、1番思い知らさ

れたこと、何を話しているかまるでわからない。義務教育から学んだ英語とは比べ物にな

らないスピードでした。その翌日から留学生のためのプログラム、Outdoor Adventureが始

まったのですが、その間も英語が聞き取れないことにかなり苦しめられました。救いだっ

たのは自分の拙い英語を相手が理解してくれたこと、1対 1だとゆっくり話してくれて、何

とか理解できたことでした。Outdoor Adventureは Rafting, Canoeing, Backpackingの 3

つの中から選ぶことができ、私は Backpackingに挑戦しました。初めての経験で、初日は

不安しかありませんでした。しかし、自分の足で一歩一歩山を登り、自分の手でテントを

組み立て、自分の目で山の上からの景色を眺めたことで、筆舌に尽くし難い達成感と感動

を味わうことができました。不安だらけのスタートでしたが、これを乗り越えたことで 1

つの大きな自信になりました。 

  UAFの最大の特徴は、留学して最初の学期から現地の学生と同じ、レギュラークラスを履

修することができるということです。私は 7つの ESLのクラスと 2つのレギュラークラス

を履修しました。ビデオカメラの操作法や照明、音声、パソコンによる編集方法を学ぶ Video 

Storytellingと、初心者のためのフェンシングの授業である Beginning Fencingです。特

に Video はおよそ 20 人の少人数クラスで、内容も専門的で履修したクラスの中で最も苦労

した授業でした。しかしその分、最も楽しんで学習することができた授業でした。チャプ

ターごとに自分で実際にカメラを回し、それを Assignmentとして提出しなければなりませ

ん。時には同じクラスを履修している仲間でチームを作り、共同作業をする必要もありま

した。それがクラス内で友達を作るきっかけにもなりました。Final Projectは自分で 1か

ら作品を作ることが課題でした。私は日本の昔話「桃太郎」を日本人留学生と日本語を専

攻している学生に英語で読んでもらい、フレーズごとに読者が切り替わるという編集を加

え、日本人留学生に留学についてのインタビューを挟んだ作品を作ることにしました。完

成し、先生に見せることはできたのですが、編集ソフトの不良でアップロードすることが
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できず、最後に悔しい思いをしました。できればこの報告書にも何らかの方法で添付した

かったのですが…。 

  レギュラークラスを履修し、単位を獲得できたことは何よりも留学先で努力した証であ

り、自信に繋がりました。終わってみれば、もっとレギュラークラスに挑戦してみても良

かったとも思いましたが、この向上心が次へのステップになると確信しています。 

  留学して最も自分に力がついたと思うのは、間違いなく Writingです。留学前は Writing

が苦手でした。内容の筋が頭で構成できず、ペンが少しも進まないこともありました。ESL

のクラスでブレーンストーミング、構成の仕方から、文を繋げる様々な Conjunctionまで

学び、Writingに対する意欲がどんどん湧くようになりました。授業後に先生に添削指導を

してもらったり、現地の友達に宿題を見てもらったりして、先生に褒めて頂けるまでに至

り、Writingを好きになることができました。 

  留学中、最も友達を増やす場となったのは、日本語を専攻している学生や、日本に興味

がある学生が週に 1回集う、Japan Alaska Clubでした。様々なイベントが催され、Halloween 

Partyもこのクラブで行いました。週に 1度集まるだけでなく、普段食堂や通り道で会った

時にも気さくに話しかけてくれて、沢山の友達を作ることが出来ました。彼らに日本語を

教える機会もあり、如何に自分が日本語を理解していないかを知るきっかけにもなり、日

本語教師になりたいと思う気持ちが強くなるきっかけにもなりました。 

  今回の留学によって英語の学習だけでは無く、他の日本人留学生と深く話し合うことで

自分を見つめ直すこともできました。留学した当初、私は「留学その物が自分にとって未

知の経験であり、沢山のことを知るきっかけになる。だから無理をして自分を追い込むこ

とは絶対にしたくない。」という考え方でした。それに対して同じく UAFに留学に来た友人

は「2度と経験することの無い留学生活で後悔はしたくない。例え無理をする形になっても

今やれることは全てやりたい。」という考え方を持っていました。4ヶ月間 UAFで学び、ア

ラスカで生活したことで、未知の経験を沢山することができたけど、まだ自分にやり残し

たことはいっぱいあるはずです。もし、もう 1学期ここで学ぶことができたらと思うこと

もあります。しかし、それが私を「まだ足りない。」「もっと英語を学ばなければ。」と奮い

立たせ、次の道を明確にしてくれます。私はもっとビデオカメラの操作法や編集について

知りたいと思ったし、Writingの力をもっと付けたいと思ったし、何より日本語教師になり

たいと強く思うようになりました。余力を残すのも、全力を出し切るのも、間違いでは無

いと思います。大切なのは自分はどちらにするべきか、自分で判断することです。 
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【1】Outdoor Adventure Backpacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】Video Camera 
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【3】Japan Alaska Club –Halloween Party- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4】Japan Alaska Club -The Last Day- 
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中期留学報告書 

～ 留学をしてみて… ～ 

 

        アラスカ大学フェアバンクス校  15F0066 杉本 時央 

  

 ８月１８日の早朝、家を出発しました。天候にも恵まれ、まさに旅立ちにふさわしい日

でした。そして AM７：００に中部国際空港（セントレア）に到着しました。以外と人が多

く、AM８：２５の便だったのですが、チェックインでぎりぎりになってしまい、案の定呼

び出されました（一応間に合ったことは間に合ったのですが…）。したがって私たちは出ば

なをくじかれた思いでした。そして成田に到着し時間をロビーで潰していたら、「あなたた

ちはビジネスクラスへどうぞ」というふうに言われ、最初はよく分かりませんでしたが、

後々考えてみたらとてもラッキーだったと思いました。およそ９時間のフライトを終え、

ロサンゼルスに着きました。そこに行くのは生まれて初めてだったので、とても新鮮でし

た。空きの時間が約１０時間あったので、空港からタクシーで約３０分のところにあるサ

ンモニカへ行きました。日本の夏とは異なっていて日本は、じめっとしていますがロサン

ゼルスの夏はからっとしていて、日差しは強いが汗はかかないという不思議な感覚でした。   

 やがてつかの間の経験も終わり、ロスからアンカレッジへと行きました。外へは出ませ

んでしたが、なんとなく寒いなという事はわかりました。そしてついに、目的地であるフ

ェアバンクスに着きました。最初飛行機から降りたとき、「今って１２月だっけ」と錯覚し

てしまうほど寒かった覚えがあります。そして、本来ならばそのまま大学の方に向かうと

ころなのですが、まだ寮の方が開いておらずゆえに、名古屋学院大学にも留学していたモ

ーリスの家に泊まりました。とても優しくフレンドリーでした。いきなり外国人の方の家

に泊まるという事で、多少緊張もしていたのですが、すぐにほぐれました。彼は私たちを、

タイ料理のお店に連れて行ってくれたり、服屋さんに連れて行ってくれたりと、とても楽

しかったです。でも、一番印象深いのは、大学にある世界的にも有名な博物館へ行き、中

を見て回って、その後その建物の前の芝生で、お昼寝をしたことです。とても気持ちがよ

かったです。そして８月２０日、入寮しました。ここで４か月間頑張ろう、と気持ちを新

たに引き締め直した日でもありました。でも、正直まだ期待と不安が入り混じった気持ち

でした。また、思っていたよりかは寮の部屋のサイズが小さいかな、とは思いましたが徐々

に慣れていき、そのような気持ちにはならなくなっていきました。 

８月２１日 backpackの説明会がありました。以外とレンタル出来る物が少なく、みんな

でお店へ行って買いました。 

８月２２日 朝食を食べて出発しました。まずは３～４時間ほどかけて車で山奥まで行き、

昼食を食べ、午後からはひたすら登り続けました。正直辛かったですが、景色は本当にき

れいで最高でした。 

８月２３日 この日の夕食はもう一つのチームと合流して食べました。 
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８月２５日 この日はいよいよゴールに向けて出発しました。そして PM０：００に目的地

に到着しました。着いた瞬間は本当に感動しました。そして大学に向かって帰りました。 

８月３０日 いよいよ授業が始まりました。まず、午前中は historyの授業でした。とて

も難しそうでした。そして午後が Chineseの授業でした。夕飯は友達のエリックの家で moose

をいただきました。moose は日本でいうへらじかみたいなものです。 

９月１日 自転車を借りに行きました。そしてそのまま Wal Martでヘルメットやサングラ

スを買いました。 

９月３日 PM０：００に出発して、大学から自転車で２０分ぐらいのところにある保護区

へサイクリングに行きました。 

９月７日 午後、sports店に行き、自転車を購入しました。（あと自転車用の手袋も…） 

９月８日 午前、サングラスを買いに行きました。（オークレイというメーカーの…） 

９月１０日 この日は授業が５つありとても疲れました。 

９月１４日 大学のキャンパス内を散歩しました。寒かったけど気持ち良かったです。 

９月１５日 午後から自転車でおよそ５０km離れた North Poleという所へ行きました。所

要時間は行きが約２時間で、帰りが約１時間３０分かかりました。サンタクロースの家や

置物があり、とても疲れましたがいい思い出になりました。 

９月２６日 pistolは初めて立って撃ちました。なかなか難しかったです。 

９月２９日 Fred Myer へ行き、横にあるアイス屋でアイスを食べました。 

９月３０日 夕方からみんなで BBQをしました。疲れましたがとても楽しかったです。 

１０月６日 今日は久しぶりにバスで Wal Martへ行きました。そして今日もアイスを食べ

ました。 

１０月１０日 夕食後ビリヤードをしてオーロラを見に行き少し見えました。 

１０月１２日 借りてた自転車を返しました。夕食後オーロラを見に行きました。とても

きれいでした。 

１０月１３日 夕食後 先輩の部屋でメン・イン・ブラックの１を見てそして TAITANICを

AM2:00 から見ました。疲れましたが楽しかったです。またこの夜、初雪が降りました。と

てもさらさらしていました。 

１０月１９日 Japanese clubでカボチャの顔を作りました。とても楽しかったです。 

１０月２０日 東京都から来ていた日本人観光客に会い、案内をしました。（to museum） 

１０月２１日 ルームメイトの Dylanの誕生日を祝いました。喜んでくれたので、よかっ

たです。 

１０月２７日 夜、Japanese clubのみんなで haunted houseへ行きました。本場のハロウ

ィンの経験ができてよかったです。 

１１月９日 Dylanの家に行きました。森の一角に家があり、隣の家までは車で２０分と聞

き、驚きました。家の前にはスケートリンクや湖がありました。あと、野生の動物 moose

なども見られました。グリル（肉）を食べ、卓球をしました。 



79 
 

１１月１０日 スノーマシーン（スノーモービル）に乗りました。操作の加減が難しかっ

たですがとても楽しかったです。夕飯の肉（ピリ辛）がとても美味しかったです。 

１１月１１日 Dylan に近所の街を案内してもらいました。とにかく山道が多く電灯がない

ので夜は真っ暗で怖いなと思いました。 

１１月１７日 PM4:00~7:10まで卓球をしました。 

        PM9:00~ ゲーム＆movie 

              PM1:00~3:30 色々な talk 

              PM3:30~5:00 movie 

                PM5:00～7:00 You tube 

                 とにかく疲れました。 

 １１月２２日 アンカレッジに行きました。ホテルは高層階の部屋で夜景も最高でした。

夕食はターキーを食べました。とても美味しくて贅沢でした。 

 １１月２３日 本当に色々疲れた一日でした。さすが Black Fridayです。 

 １１月２４日 今日は朝から動物園へ行きました。とても寒かったが、とても楽しかっ

たです。帰りに Forever21で色々買いました。夕飯はレストランで Sea foodを食べました。

とても楽しいアンカレッジの旅でした。 

 １２月１６日 PM12:25の便でフェアバンクスを発ちました。そしてアンカレッジ経由で、

シアトルに行きました。タコマ国際空港はとても広く迷子になりましたが、なんとか友人

の家にたどり着きました。 

 １２月１８日 私の誕生日だったので、友人がお祝いをしてくれました。私にとって一

生忘れられない誕生日になりました。 

 １２月１９日 シアトルで有名なスペースニードルへ行きました。 

 １２月２３日 夕方にシアトルを発ちました。同日の夜、ホノルル国際空港に着きまし

た。到着した瞬間思ったのは、当たり前ですが、「暖かい」と感じました。 

 １２月２６日 North shoreへ行きました。 

 １２月２７日 パールハーバーへ行きました。歴史を感じることができ、とてもよい体

験ができました。 

 １２月２９日 日の入りの瞬間をワイキキビーチで過ごし、その時私の留学生活も終止

符（ピリオド）というふうに思いました。 

 １２月３０日 AM11:25 ハワイを発ちました。 

  

この留学を通して一番思ったのは、積極性が大事だという事です。積極性と言っても、ア

メリカ人にとってはそれが当たり前のことであって、日本人が乏しいだけなのですが、や

はりそれは大切だと思いました。また、日本は沈黙を読むといいますか、黙っていてもわ

かってくれる、という習慣と言いますか風習がありますが、向こうではそれは当たり前で

すが通じません。また、授業においても何かディベートをする際、彼らは普通に自分の意
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見を持っています。持っているといってもしっかり理屈も通っている事を言うので驚きま

した。したがって、日本人みたいに誰かが言ってくれるから大丈夫という勝手な解釈をし

ていると恥をかきます。恥をかくといっても言った事に対してではなく、言えないことの

もどかしさの方です。向こうでは意見の無い人、何も発言しない人は、いないのと同じで

欠席扱いになってしまいます。本当に苦しいです。でも、そう思える自分も何か褒めてあ

げたいとも思いました。なぜなら自分を変えようと悩んでいるから、もがいているから一

皮むけたいと願っているからです。あと、ネガティブにならないことも大事です。何かマ

イナスのことが起こったとしても焦らず、冷静に解決策を探す事が重要だと思います。と

にかく殻に閉じこもっていないで、なんとか殻を破ってみようと、一歩を踏み出す事が大

事だと思いました。何かしら行動を起こせばそれなりの結果は後からついてくるので、最

初はがむしゃらに結果を気にせず…という思いで頑張ることが非常に重要だと思いました。 

 でも、今回の留学は本当にいい経験になりましたし、日本にいては経験できなかったで

あろう事がたくさんあったので、これからの人生に何かしらにプラスされるのではないの

あかなと思っています。 
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中期留学報告書 

〜アメリカでの生活〜 

 

マドンナ大学  14F0057 小阪 夏実 

 

 私は、留学が目的で、この大学に入学しました。なので、留学が決まった時は本当に嬉

しかったです。しかし、自分が留学に行くという実感が、いつになってもなく、気づいた

時には出発日になっていました。私は、８月の末に、同じ学校の子と一緒にアメリカミシ

ガン州へ向けて出発しました。私たちは、マドンナ大学に４ヶ月交換留学生として留学し

ていました。 

 空港に着き、ミッシェルという女性の方が迎えに来てくれていました。とても親切な方

で安心しました。そして、マドンナ大学に向かいました。マドンナ大学の第一印象は、一

言でいうと、田舎でした。のどかで、静かで、いいところでした。学校と寮の間の庭には

大きな池があって、その周りを野生のリスがいつも走り回っていました。部屋に案内され、

やっと実感が湧いてきて、今日から留学生活が始まるのかと、楽しみというより、不安と

寂しさの気持ちでいっぱいでした。 

 寮生活が始まって、授業が始まるまでの１〜２週間はホームシックで、自分がなぜここ

にいるのかも分かっていませんでした。９月に入って学校が始まり、オリエンテーション

に参加しても、先生の話している英語が全くと言っていいほど理解できませんでした。ま

た、友達ができても、話す言葉はもちろん英語だったので、通じないこともあったし、話

も続かずで、この先やっていけるのか不安で仕方がありませんでした。しかし、自分は今、

アメリカにいて英語を話さなくてはいけないのだということを頭に思い込ませることで、

だんだんと実感が湧いてきて、いつの間にかその不安もなくなっていました。  
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 そして、９月１０日から授業が始まりました。授業は、ESLクラスは Reading, Grammar, 

Speaking/Listening, Writing, American cultureという授業がありました。それぞれ２時

間の授業で、１日２科目の時間割でした。ESLは、１０人くらいの少人数クラスだったので、

雰囲気も良く、どんどん発言もできました。グループワークを中心に授業が行われたので、

すぐに友達と仲良くなることができたし、何より楽しみながら授業を受けることができま

した。２時間という長時間もあっとゆう間に感じました。そして、私のクラスは、ほとん

どが韓国人でした。なので、韓国語を教えてもらったり、日本語を教えたりして、うまく

コミュニケーションがとれました。他の言語にもふれることができて、とても楽しかった

です。American cultureの授業では、アメリカについての政治、行事、家族などを勉強し

ました。その授業の中に Field tripというものがありました。これは他の授業にはないも

ので、アメリカを体感することができるものでした。私たちは野球の試合観戦、遊園地、

ショッピングなどに行きました。これを通して、また友達を増やすことができました。ま

た、私は ESL 以外にヨガの授業を履修しました。去年、マドンナ大学に留学していた友達

からおすすめと聞いていたので、私も履修してみました。そのクラスはアメリカ人ばかり

で、最初は戸惑いもありましたが、すぐに慣れ、友達もでき、履修してよかったなと思い

ました。アメリカ人と関わることができる唯一の授業だったので、新鮮な感じがし、毎回

緊張していました。どの授業も毎回たくさんの宿題が出て、最初は大変でした。授業が終

わった後や、夜ご飯を食べた後は、友達と図書館に行って勉強していました。友達とやる

ことで、やる気もでたし、何より楽しみながらできました。 

 また、大学自体がイベント事が好きなのか、バレーボール大会、ハロウィンパーティー、

卓球大会など、たくさんのいろいろな行事が頻繁に行われました。 
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寮生活では、次の日の授業が昼からの時には、夜遅くまで、ビリヤードや卓球をしたり、

喋ったりしました。恋の話や、悩みなども話せる仲の友達もでき、何だか嬉しかったです。

他にも寮にはキッチンがあるので、そこで、韓国料理、スペイン料理、日本料理をローテ

ーションして作り合って食べたりもして、毎日楽しく過ごすことができました。そして、

この時間は、友達をつくったり、いろんな人と関わったりできる良い機会でした。私は、

この友達とまったりできる時間が大好きでした。また、休日には、車を持っている友達に

買い物、夜ご飯、カラオケや、ジムなどいろいろな所に連れて行ってもらいました。大き

なショッピングモールや、日本食のレストランやスーパーマーケット、お洒落なダウンタ

ウンなど、少し外に出れば、何でもあったので生活に困ることはありませんでした。ただ、

電車やバスの駅が近くになかったので、交通機関がないところは不便に感じました。 

 私たちは、休みを使って、シカゴとカナダに旅行に行きました。シカゴには、バスで５

時間かけて行きました。シカゴはミシガンとは違って大都会でした。高層ビルがたくさん

あって、買い物する場所もたくさんあって、人もたくさんいました。シカゴの有名な場所

に行ったり、買い物したり、シカゴの夜の町を散歩したりと、とても楽しい３日間が過ご

すことができました。また、Thanks givingの休みには、韓国人、スペイン人を含む、仲の

いい友達８人でカナダに２泊３日の旅行をしました。車の免許を持っている友達がいたの

で、レンタカーして６時間くらいかけて行きました。ナイアガラの滝も見に行きました。

その日は、とても天気がよく絶景で本当に感動しました。旅行中に喧嘩になるというハプ

ニングもありました。しかし、そのハプニングも含め、いろんな友達と、いろんなところ

に旅行できて、本当にいい思い出になりました。   
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 寮をでるときには、一日一日が濃く、楽しすぎた日々だったので、本当に離れるのが寂

しくて、号泣でした。一人一人が、面白くて、個性豊かで、いい人しかいなかったので、

素敵な半年間を過ごせることができたのだと思います。あっという間の夢のような４ヶ月

でした。 

 英語力を身につることが目的で留学をしましたが、正直このことは、ほんの少ししか達

成できなかったと思います。しかし、たくさんの人と出会えることができ、世界に友達が

でき、また違った文化にふれることもでき、とても貴重な素敵な経験ができました。この

留学は、私にとって全てプラスになるものでした。一日一日が私にとって新鮮で、刺激的

で、忘れられない一生の思い出になりました。留学してよかったと心の底から思うことが

できました。 
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中期留学 

～長かったようで短かった約 4ヶ月間～ 

 

マドンナ大学  14F0047 菊川 英里 

 

○準備～出発まで 

 最初に合格通知が送られてきた時は面接した当日に結果が送られてきたのでまずそれに

驚きました。ですが、合格したことがなによりも驚きましたけど 2年生で行けなかったこ

ともあったので物凄く嬉しかったです。合格が決まってからはとても忙しかった覚えがあ

ります。派遣大学が決まってからは書類を何枚も書いたり病院に行ってワクチンを打って

もらったり大阪まで VISAを取得しに行ったりと色々大変でした。一番大変だったのはお金

と連絡に関してでした。寮に入寮する前に予約金としていくらかオンラインから支払いし

なければいけないということがギリギリになってからマドンナ大学から送られてきたメー

ルで初めて知りました。分からないことが多くあり連絡を送っても全然、返信が来なくて

ギリギリになってからきて一緒に行った子と焦ったりそのことで家族と喧嘩したことも何

度かありました。そんなこんなしてる内にアメリカ出発の日は近づいていきました。 

 

○出発当日～授業が始まるまで 

 出発当日は今から日本を離れてアメリカに行って英語で会話をし買い物をする生活にな

るということの実感が全くありませんでした。行きは一緒に行った子と二人で中部国際空

港からデトロイトまでデルタ空港で直通で行きましたがお互い初めて一人だけで行くとい

うこともあって不安だらけで出発フライトの二時間前以上前ぐらいに行ってこのフライト

であっているのか？この時間であっているのか？などの不安事項が多くあって空港職員の

方に聞いたりもしました。そんなことをしながらもフライトの時間がきてしまい家族と別

れ飛行機に乗りました。流石、アメリカの航空会社というか乗務員の方は全員、外国人の

方々で言葉も英語でした。その時点から自分は今からやっていけるのか、、、？と思いまし

た。フライトは約 12時間ぐらいあってお互いに音楽を聞いたり寝たりしてました。一年間

アメリカに留学してた先輩に時差ボケを少しでも無くすためにフライト中は寝ろっていう

アドバイスを受けてその通り寝てたからなのかアメリカに着いてからは全く時差ボケはあ

りませんでした。アメリカに到着して Michelleさんという NGUでいう国際センターの方が

空港までお迎えに来てくれました。その日は私たち以外にも台湾人のカップルとスペイン

人 2人が到着したので一緒にマドンナ大学まで行きました。着いて 1週間したかしてない

かぐらい経ってから Karenさんという日本語教師をしてる方の別荘に 2泊 3日でお世話に

なりました。ボートに乗せてもらったりゲームをしたり買い物に連れてってもらったりし

ました。友達と別荘の前には海があったので朝日を見たり砂浜を散歩してみたりもしまし

た。マドンナ大学に帰ってからもちょこちょこ連絡をくれたりお誘いをしてくれたりしま
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した。マドンナ大学に帰ってからは Michelleさんが近くの大型スーパーや服屋さんが多く

入っているお店に早く着いた留学生を連れて案内してくれたりしました。 

 

○授業開始～テストまで 

 私たちは ESLのクラスを分ける Placement Testを到着した次の日に受けました。理由は

やらなきゃいけないことは早めに終わらせてゆっくりしたい 慣れたいからです。クラス

は二人とも一緒のクラスでした。授業は ESLの Writing, Listening/Speaking（以下 L/S), 

Grammar, Readingのクラスと American Culture and Language Immersion（以下 A/L)の 5

つのクラスがありました。A/L のクラスは ESL受講者全員が受ける授業で毎回先生も違けれ

ば授業内容も全く違いました。また 4回の Filed Tripがあり大雨のため結局見れませんで

したがデトロイトタイガースの野球の試合を見に行ったり、デトロイトに買い物とかぼち

ゃ取り、Halloweenが近かったため Ohioの遊園地、クリスマス間近だったのでクリスマス

関係のお店に行ったりしました。他の ESLの授業のクラスメイトは基本的には全員一緒で

韓国人と中国人の子たちと一緒でした。マドンナ大学は看護の授業がとても評判らしく韓

国人、中国人の留学生がほとんどで関わっていたのも基本的には韓国人の子たちでした。

日本人は私たち二人だけだったので英語で会話する機会はアメリカ人ではなくても結構、

ありました。Writingの授業は 1からもう一度文章の書き方を学びながら毎回、Paragraph

を書きました。L/Sの授業は毎回、グループになって話し合ってから全員にそのグループの

意見や考えを発表して全員の意見を共有しました。Grammarの授業は私が一番苦手なところ

だったからなのか私の中では結構、厳しい先生で授業ではランダムに当てられながら全員

で一緒に問題を解きました。Readingの授業は先生が始めて ESLの生徒を受け持ったからな

のか生徒の意見を聞いて自分のどこがいいのか・悪いのか どういうことを授業でやりた

いのか どこがわからないのかなどをほぼ毎回聞いてその意見を尊重しながら授業をしま

した。毎回、単語カードを書いたり Reading Journalという読書感想文のようなものを書

いたり小テストも一番 ESLのクラスではありました。テストは中間テストと期末テストが

あり授業の総復習のテストのようなかんじでした。授業を受けて期末テストが近づくにつ

れてあとちょっとなんだなと思いました。 

 

○日常生活 

 生活は留学生は基本的に学校内の寮に住んでご飯も学食でバイキング形式のご飯を食べ

ました。歩いて 30 分以上掛かりますが日本食のお店がありそこで日本食を買ったり送って

もらった日本食を食べたりもしましたし作ってほしいといわれ日本食を作って一緒に食べ

たりもしました。ルームメイトが同じ日に到着した台湾人の女の子でした。年上でしたが

年下のような年上のような不思議な感じで学校の話、NGUのこと、恋愛に関してなど色々な

ことを話しました。ルームメイトとその彼氏は MBAを取るためにマドンナ大学に留学に来

ていてアメリカで家を借りたので帰る約二日前に家に泊まらせてもらい帰りも空港まで送
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ってくれました。マドンナ大学がある Livoniaはとても静かで田舎だったので車がないと

基本的には何も出来ず不便でしたがとても自然が多くていい所でした。 

9月の土日はほぼ毎週、友達に連れていってもらって服を友達と買いに行ったりしました。 

○旅行 

 Thanksgivingの前週に中国人、韓国人、スペイン人二人と私たちでバスで 2泊 3日でシ

カゴに旅行に行き朝起きて夜まで買い物に行ったり有名なビルに行ったりしました。また

Thanksgivingでは韓国人 5人、スペイン人、私たちの 8人でカナダのトロントに行く予定

でしたが当日になって韓国人の子が一人パスポートを無くして結局 7人になったり、借り

れるはずだった大型車のレンタカーが借りれなくなり友達の車と別に一台レンタカーを借

りて二台で行ったりしました。カナダでは有名な CNタワーに行ったりナイアガラの滝を見

に行ったりしました。行くところ行くところで行けなかった子の名前を呼んで動画を取っ

て送ったりしてました。 

 

○最後に 

 最初は本当に私なんかが行ってやっていけるのだろうかと物凄く不安でした。でも、最

終的にはもっとここに居たい 日本に帰りたいけど帰りたくないという気持ちが帰る日が

近づくにつれて大きくなりました。帰る前に友達から手紙を貰ったり、一緒に行った子に

『英里ちゃんがいて本当に心強かったし良かった 本当にありがとう』と言われました。

実際には私も同じことを思い本人に言ったときに二人して同じこと思って言ってるねと話

し笑ってました。帰りはシカゴと成田で乗換えがあって一人で帰ってきたので不安でした

がシカゴで JALに乗り換えるときに日本人の人が結構居たので安心しました。帰ってきて

からはこの前まではアメリカにいたんだよなー、、、と思ってしまいまた行きたいなと強く

思うようになりました。 

思ってた程長くはなくむしろ帰国日が決まってからは特にですが短すぎるぐらいの留学生

活でした。 
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中期留学報告書 

～今回の留学が変えてくれたこと～ 

 

パシフィック大学  14F0122 平田 稜 

   

最初に、留学は私にとって初めての経験ではありませんでした。留学自体は自分の人生

にとって、とても大きなゲームチェンジャーになることは間違いありません。しかし、そ

んな留学も自分の努力次第で、大きく違った質のものになりえるのです。そして、私はそ

れを今までの留学でよく理解していたため、事前準備時に、自分の得意な点、苦手な点、

そしてそういった点から留学前に自分ができること、それから留学先で重点的に取り組む

べき点などをリストアップするところから始めました。私は小学校５年生の時初めてオー

ストラリアに短期留学へ行きました。その頃の日本の小学校の英語教育は今のものとは違

い、ごく簡単な会話の練習が二週間に一度程度あるだけという授業内容でした。私は何も

英語を知らない状態で海外へ行き、そこで初めてちゃんとした英語というものを勉強しま

した。それは、日本の教育法とは少し違いました。その留学から帰国後も、たびたび留学

に行くことになり、日本の英語教育とは違った方法で勉強することが多くなりました。そ

の点から日本の授業で教えているような文法方法で勉強していなかったため、文法ですご

く苦労していました。しかし、その点が明らかだったので今回の留学前に文法を初歩の段

階から勉強し直すことにしました。そして、徐々に感覚をつかみました。一方、その文法

の部分をカバーしていたリスニングの点は私の得意な点だったため、引き続きより伸ばせ

るように、アメリカでの交友関係で、できるだけネイティブスピーカーと一緒にいるよう

に心がけていました。その結果、今回の留学は今までのものとは大きく違い、とても有意

義なことに時間であり、貴重な体験でした。 

 

まず、第一にやはり日本にいてできることは、留学前にすべて終わらせておくことが、

すべての鍵だと思います。日本でできることをしないまま、留学先に行ったところで、ま

ずしなかった分をこなしたあと、やっと本題に入れるからです。そして、留学先に行って

からではすでに遅いことも行ってすぐに気づきました。なぜなら、生活や、環境の違い、

また授業のペースの違いなどに戸惑い、そんな時間がないからです。 

 

アメリカの大学と日本の大学では、たくさんの違いがありました。まず勉強量がはるか

に違います。アメリカの学生は日本の学生が、みんな毎日猛勉強しているというイメージ

を持っている人がたくさんいました。しかし、日本人の私から見て、アメリカ人の学生は

ものすごく毎日真剣に勉強していて、すごく努力していることに気づきました。授業の内

容や、授業スタイルもまったく違うもので、予習復習をしないと本当に授業についていけ

ない日々になりました。そして、留学前に自分で気づくことができた、得意な点と苦手な
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点については、特にそれらの授業のあとは毎日夜に、その日の授業の内容を復習して、し

っかりと理解することで翌日からの授業が自信を持って出席することができました。クラ

スの中では、自分の分からなかったところは自ら授業内に聞く、もしくは、授業後先生の

アポイントメントを取り、時間を取っていただいて質問をするなどをしないと、不明点を

解決することはできませんでした。しかし、これは私の勉強する姿勢をがらりとかえるも

のでした。そして、それが習慣づいたころには、新しいことをもっと学びたいという気持

ちが強くなりました。 

 自分の得意な分野であるスピーキングやリスニングのクラスでは、他の人の意見や表現

の仕方などを注意してよく聞き、他の国の人と率先して意見交換や、情報交換をしました。 

 

授業の中で特に私が気になったところは、日本人留学生と他の国から留学している学生

との違いがあまりにも大きいことでした。日本人留学生は、授業にきて、黙って座って授

業を聞いて、ノートを取るというのが基本的な授業スタイルですが、他の国（サウジアラ

ビア、ブラジル、メキシコ）の留学生たちは、授業中、率先して、発言をする。そして不

明点があったとき、授業を中断させてでも、先生に質問をします。時には、その質問を答

えるために、１時間近く授業が中断することもありました。しかし、彼らは、勉強をする

ためにきているので、自分がちゃんと理解できるまでは、前には進まないというポリシー

があるようにみえました。しかしそんな彼らも、授業には平気で遅刻してくる日もあれば、

全く宿題をしてこないという学生もいて、これは大きなカルチャーショックであり、日本

人学生は他の国の学生の考えが理解できない時や、戸惑いも少しあり、大変な時期もあり

ました。しかし、そういった戸惑いも時間が経つにつれて次第になくなっていきました、 

   

その他に、ほとんどの留学生が留学生活の中で大変なことの一つに、寮生活があります。

私は、この留学のための計画を一年ほど前から計画していました。そして、幸運にも私は

留学前に、名古屋学院から機会を頂き、Residence Assistantとして国際セミナーハウスで

寮生活をしていたこともあり、そこまで大変なものではありませんでした。留学前にアメ

リカ人の友人などにアメリカの大学の寮について聞いたところ、本当にひどいところだと

言うことを事前に聞いていたのですが、私の住んでいた寮は思った以上にきれいで予想以

上に広いスペースで、個人の部屋が一部屋ずつ、リビングルーム、バスルームなどをシェ

アするという形の部屋でした。RAもとても気さくな人だったので、全く問題なく住むこと

ができました。しかし、学校の中には他に５つの寮がありました。特に１、２年生がたく

さん住んでいる寮ではいろいろな問題や、週末大騒ぎになるということもあり、勉強する

には少し大変そうな寮もありましたが、私の寮は３、４年生中心の寮だったので快適に過

ごすことができました。ルームメイトは、大阪から転校してきた日本人の学生と、イギリ

スからの留学生と、アメリカ人の学生で、みんなと仲良くすることができました。夜には、

宿題を一緒にリビングでしたり、ご飯を作り合うなど、楽しい時間を一緒に過ごすことが
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できて、本当に良いルームメイトに出会うことができてよかったと思います。 

ELI の学生として、一番大変なことは、レギュラーのアメリカ人学生の友達を作ることだ

と思います。もしも、努力の結果レギュラークラスをとれたりすれば、友達なんて簡単に

作れると思います。しかし ELIの生徒の場合、基本的に同じ授業がないため、カフェテリ

アや、その他の場所で友達を作ることになるので、大変です。運良く私は留学する前から、

Pacific Universityに友人が数人いたので、その人たちの友達と友達になり、またそこか

ら和を広げるという形で友達を増やしていくことができました。しかし、ここで私は３人

の親友をつくることもできました。彼らはもとからの友達ではなく、まったくの新しく出

会った友達でしたが、仲良くなってからは、授業が違っても、授業後はほぼ毎日一緒にい

ることが多く、本当に良い友達をつくることができました。彼らは一人一人バックグラウ

ンドが違い、すごく独特な個性を持っていて、彼らから学ぶこともたくさんありました。 

 

留学に行って一番大きく感じたことは、日本人という人種は本当に同じ人種同士で固ま

る傾向があるということに気づきました。これは、留学前から感じていたことですが、今

回の留学はそれを痛感するものとなりました。それは私たちの良いところでもあり、また

悪いところでもあります。私たちは一般的に集団行動が得意だと言われます。しかし、一

方で、一人で行動することができないのです。それを肌で感じた私は日本人と過ごすこと

を極力少なくすることを心がけました。なぜなら、日本人と行動を共にしていては、その

グループ内で日本語を話してしまい、他のアメリカ人学生との交流をはかることもできな

いので、まったく意味がないのです。私は、偶然にも気の合う学生に出会うことができ、

親友にまでなることができたので、本当に運が良かったと思います。 

ELI の授業の中で、担当の先生にどうしても同意できないことがありました。それは、授

業の中でいつも行っているアクティビティーの一つで、どうしてもそのアクティビティー

の趣旨そして、目的が理解できないものでした。そして、そのアクティビティーが、効果

的なものだと思えなかったのです。いつもなら、そのまま受け流していたところでしたが、

先生との個別面談の時間にそのことを伝え、自分なりの改善策を先生に伝えることができ、

そして先生からその内容について先生なりの意図を聞くことができ、少し納得することが

できました。このように、今回の留学でアメリカにきて自分の意思を相手に伝えることが

どれだけ大切なのかを知りました。そして、授業の中で自分はそこに存在しているだけで

はなく、授業に参加しているということを実感することができました。自分の意見を伝え

ることで、自分の中での疑問も解決することができ、担当の先生も授業内容をより良いも

のにすることができたのです。先生との間だけではなく、他の国の留学生とも授業を中断

してでも、激しく討論を繰り広げることが多々ありました。討論に参加していなかった、

他の日本人や他の学生はわかりませんが、あくまでも私個人の意見として、最後にはお互

いにお互いの意見を分かり合え、非常に良い時間になりました。 
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この留学は私の人生にとってとてもかけがえのないものであり、とても貴重な時間を過

ごすことができ、本当に留学することができて嬉しく思っています。そして、留学先でし

た体験や経験をいかし、これから留学へ行く後輩の人々へのアドバイスやサポートができ

ればいいなと思っています。そして、これからの自らの勉強の姿勢も大きく変わるきっか

けにもなったので、これからも頑張って英語を勉強していきたいと思います。 
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中期留学報告書 

―後悔あとに立たず― 

 

           メンフィス大学  15F0035 加藤 瑞穂 

 

人生には重要な節目というものがいくつか存在する。人類学の言葉では通過儀礼と呼ば

れ、その多くは一生のうちに一度しか経験できず、いわば人として成長していく段階で越

えなければならない通過点である。なかでも成人は人生においてとりわけ重要な意味を持

つのではないだろうかと思う。それは子どもが大人へと移り変わり、社会的に一人前の人

間として扱われ始め、成人自身も自分の行動に対して責任を負わなければならなくなるか

らである。非常に大きなステップである。大人になるにあたって、私達はたくさんのもの

を取捨選択する。喫煙や飲酒など責任を取れる大人だからこそ許された新しい選択肢も登

場する。子どもではできなかったことが大人ではできるようになる。これはとても魅力的

なことである。しかしながら逆も然りである。大人になると失ってしまうもの、または捨

てなければならないものもある。私のなかで真っ先に思い浮かんだのは自由と精神的な変

化だ。大学生は長い人生でも最も自由のある時期だろう。自由こそ大学生の特権と言って

もいいくらいだ。しかも健康と行動力を伴った自由である。だが大人になり、就職してし

まうとどうだろうか。大半の時間は仕事に費やされ、わずかな空き時間は普段の疲労回復

に消える、と思う。多分。時間というのは全人類に公平に与えられている。時の流れを止

めることはできないし、いったん過ぎ去った時間を元に戻すことはできない。何をしてい

ようが生きているうちは老いていく。それは誰のせいでもない。では時間をどのように使

うか、それは私次第である。その時にやるべきことをやらなかったらそれは私のせいであ

る。その時にしかできなかったことをやらず後々後悔することほど嘆かわしく惨めなもの

はない。誤用だが後悔あとに立たずとでも言おうか。しかし、私はこの後悔が大嫌いなの

にもかかわらず、よくやってしまう。自分に甘い人間の性である。 

留学前の名古屋で私が過ごしていた時間は死んでいるも同然だった。自主性のない、周

りの流れに身を任せているだけの能動的な生活を送っていた。実に単調で締まりのない毎

日だ。無為な日々によって経過する時間は恐ろしく早い。思えば私の出身地である福岡か

らわざわざ名古屋に来たのも、親元でだらりと過ごしている自分に嫌気がさし、一人暮ら

しをすることで何か変わるのではと期待してのことだった。しかし環境に頼っていた時点

で結果は見えていたのかもしれない。結局は自分が変わらなければ、自分が動かなければ

周りは変わらない。大学 2年生になるまで、まるで一瞬のようだった。私はあり余る自由

を浪費していた。何か大切なことをどんどん見落としている気がした。大学で過ごした四

年間が空白になるのが怖かった。では今しかできないこととはなんだろう。考える時間は

山ほどあった。私はもっと生き生きとした、人生のハイライトの一部になるような体験を

したいと思った。もっと違う世界を見たかったし、もっと目新しいものに触れたかった。
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もっと自分を追い込みたかった。まだそれが可能であるうちにやっておきたいと思った。

それは福岡から名古屋へ動いたくらいでは得ることはできないもののように感じた。日本

で暮らしていたのでは決して手に入れることのできないもののように感じた。答えは予想

していたより簡単に見つかった。留学である。これも私が留学を決めた目的の一つだった。 

中期留学をするにあたって、上記の目的を動機的なものと位置付けるならば、もう一つ

意欲的な目的もあった。ここで成人の話に戻るが、大人になることを通して取捨選択しな

ければならないのはなにも行動様式だけではない。精神的にも大きな変化が起こる。思春

期にあちらこちらへと彷徨っていた自我や性格は、大人になるとともにある程度決まって

しまうのではないかと私は考えている。例えば私が子供のころに我を忘れて熱中していた

ドッチボールやゲームを心から楽しむことはもうできない。それはその時と今とでは精神

状態が全く異なるからだ。一度精神的な変化が生じるともう元には戻れない。しかしなが

ら子ども時代の私は常に自分というものを持っていた気がする。そのころの私には主体性

があった。それがいつからか自分に甘く意志の弱い、周りに合わせるような人間になって

いた。自分の意見を言うのを避けるようになり、人生の中心が自分ではなく他人になって

しまっていた。そこで私は留学が自分を見つめ直し、意見を持てるようになる機会になる

のではと考えた。なぜならアメリカでの私は完全に無防備であるからだ。私はなんの社会

的ステータスも持たない、ただの留学生として扱われる。英語力の問題もある。頭で考え

ていることの半分が相手に伝わればたいしたものだろう。大抵は一割二割伝わるかどうか

くらいだと思う。つまり少ない言葉でいかに自分の考えを瞬時に、簡潔に伝えていくかが

重要になる。そこには必然的に主体性が生じる。私は常に意見を考えておかなければなら

ない。自己主張をすることは個人重視社会のアメリカではとても重要なことである。この

留学で自分を恐れずに表に出せるようになりたいと思った。これが二つ目の目的である。 

さて上記の文章はメンフィスに到着して一週間後に書いたものである。自分の留学にお

いての指針となるように書いたのだが、完全に個人用だった所に多少修正を加えた程度な

のでいささか分かりにくい。それでは二つの目的が達成されたかどうかも踏まえ四か月の

留学を軽く振り返ろうと思う。だがメンフィスでは～をしました、だから～と思いました、

次に～といった旅行記のような書き方は得意ではないので、細かい情景の描写は同じくメ

ンフィスに行った他の人に任せたい。アメリカでの生活には毎日何かしら刺激というかス

リルがあった。もちろん、犯罪的な怖さも含めてだが。朝起きて寮の周りを散歩したり、

大学の図書館に行ったり、スーパーに買い物に出かけたりというようなごく日常的な行動

をしていても、思わず立ち止まって目が離せなくなってしまうようなシーンに出くわすこ

とが往々にしてあった。その時の私はまるで豆鉄砲を食らったような顔だったに違いない。

自分の想定を凌駕した、常識の範疇を超えるような出来事はなんというか自分をリフレッ

シュさせてくれる。これまで生きてきた世界の小ささを実感するからである。これはアメ

リカ人に関しても同じだった。異なったバックグラウンドを持った人と話をするのは非常

に有意義であった。そしてもっと英語が話せれば、もっと聞き取れればと思い、勉強にも



95 
 

身が入った。英語の恩恵は日本にいては感じにくい。使う場が限られる。しかしアメリカ

ではいつでもそのチャンスはあるのだ。昨日覚えた単語や表現がうまく通じた時の喜びは

饒舌に尽くしがたい。これも誤用だがまさに良循環である。こうして私の一つ目の目的は

果たされたと思う。二つ目に関しては正直なんとも言い難い。というのもアメリカ人のサ

ーカズムの影響をもろに受け、一応意見がすぐ思いつくようにはなったのだが、それをだ

いぶ遠回しで分かりづらく表現するようになってしまった。それ自体が皮肉のようである。 

締めにこの留学で私が学んだ処世訓のようなものをいくつか記します。これから留学に

行く人の参考になれば良いのですが、まあ誰も読まないと思うので自分に対する戒めの意

味も込めて書きます。まず留学はゴールではありません。通過点です。帰国してもぬけの

殻になるのではなく、経験をどう生かすかが大切です。留学の真価が問われるのはそこで

す。そして―これは留学中の自分に言い聞かせたいのだが―日本でできることをアメリカ

でやらないことです。例えばインターネットをずっとしたり、必要以上に日本人と一緒に

いたりすることです。ネットは世界中どこでもできますし、日本人留学生は帰国後会えま

す。これらをするくらいなら、勉強をしろとは言いません、アメリカ人とどこかに遊びに

行ってください。より価値があります。そのために、なぜアメリカに来たのか、なにがし

たいのか夜寝る前にでも自問自答してもいいかもしれません。あれはしなければよかった

と思う後悔よりは、あれをすればよかったなと後悔することの方が圧倒的に多いからです。

後悔あとに立たずです。まあ一度きりの人生です。失敗してもいいので色々やってみてく

ださい。成功から得られるものは失敗のそれより少ないです。それにアメリカで何をやら

かしても周りは知らない人ばかりだから大丈夫です。また留学中アメリカってすごいと感

じることが多々あると思います。同じ頻度でやっぱりこの点は日本がいいと思う部分もあ

るはずです。逆もあるでしょう。どちらも一概に間違っているとは言えません。この視点

を持ち続けてください。多角的視点は留学を通して、海外に腰を据えることで初めて身に

つくものです。アメリカ至上主義、日本至上主義になるのではなく、二つの視点を使うこ

とで視界が広がるはずです。最後に、メンフィスは普通に生活している限りそんなに危険

ではないのでご安心を。 
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中期留学報告書 

~Change My Life at Memphis~ 

 

メンフィス大学  15F0169  若井 駿太 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

僕にとって留学は人生を変えた４か月でもありました。僕は 8月 23日から 12月 14日ま

での 4か月間アメリカに行ってきました。実はアメリカに行くことも他の国に行くことも

初めてだったので、とても不安だらけでした。そしてアメリカのメンフィスに到着し、こ

こからの 4か月間、アメリカの生活がスタートします。正直言って自分はアメリカでうま

く生活やっていけるのかがとても不安でした。ここからは僕がメンフィスでやった事を紹

介していきます。 

僕はアメリカで色々なボランティア活動をしてきました。例えば、メンフィスにある公

園に行き、ゴミ拾いをしたり、お店のお手伝いをしたり、老人ホームに行ってお年寄りを

世話したりしていました。特に一番印象深かったのは、教会に行った時です。この活動は

教会に行き、貧しい人々に食べ物を与えるお手伝いをしていました。僕はとても貧しい人

に色々な食べ物（例えば、パン、ケーキ、飲み物など）を与えているのは、とても素晴ら

しいことだなと思いました。しかし僕が食べ物をじっくりと見ました。なんとその食べ物

は 2週間前の賞味期限切れだったのです。しかもその時見たのがパンですが、そこにはカ

ビが生えていたのです。僕はそれを見た瞬間ショックでした。僕の考えでは日本は賞味期

限が切れている物はすぐに捨てる習慣があると思いますが、しかしアメリカはもう賞味期

限が切れている物は捨てずに貧しい人などのお金が裕福ではない人に差し上げると言う傾

向があります。確かに食べ物を捨てるよりかはとてもいい方法だと思いますが、カビが生

えていような食べ物を貧しい人々にあげるのは健康に良くないじゃないかと僕はとても不

安に思います。でも僕はこのボランティア活動が自分にとって、よい経験をしたと思いま

す。最初僕が思うアメリカのイメージはとてもいい国だと思い込んでいました。しかし色々

なボランティア活動した事で、アメリカの現実を目の当たりにする事ができました。 

僕がアメリカで過ごしている間、テネシー州だけではなく、様々な州にも行きました。

まず一つ目はミシシッピ州です。これは 2泊 3日のキャンプ旅行に行って来ました。僕は
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そこでカヌーしたり、ハイキングしたり、色々な遊びをしてきました。またここではグル

ープを作りグループワークでみんなと一緒に情報を共有しながら、キリスト教の事を学ん

でいきました。その影響か、ここで人と英語で話す事が少しずつですが、楽になってきま

した。僕はもしここでたくさんの人に会わなかったら、こんな事は出来なかったかもしれ

ません。この 2泊 3日のキャンプ旅行はアメリカの一ついい思い出となりました。二つ目

はアーカンソー州です。実はアメリカの友達が日帰り旅行プランを作ってくれました。プ

ランは朝、山の頂上に行き、とても美しい景色を見る事ができました。日本と違い、アメ

リカは自然の偉大さを味わうことができました。その後僕は滝を見るためにハイキングを

したり、夕方はバーベキューする場所に行って、また景色を見ていたりしていました。こ

のアーカンソー州の日帰り旅行は僕にとって自然の偉大さを改めて再認識した旅でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕はまた教会にも行きました。僕は計 5回キリスト教の教会に行きました。最初はアメ

リカの友達に誘われて行ってきたんですが、しかし回数を増やして行くうちにキリスト教

の教会に行く大切さを味わう事が出来ました。なぜなら一番学んだのは、ミシシッピ州の

ジャクソンで 2泊 3日のキャンプ旅行の時、キリスト教の事をグループの人達と学んだ時

です。最初キリスト教の事は全然興味が無かったんですが、しかしグループのみんなと一

緒にやったので、一個一個細かくアメリカの友達が親切にキリスト教の事について教えて

くれました。僕にとってこのキャンプ旅行を通じて、キリスト教の大切さを味わう事がで

きました。アメリカ人にとって教会に行くことは神に感謝するための場所なんだなととて

も感心しました。 

またアメリカでハロウィーンや Thanksgivingを味わう事も出来ました。10月末に人生初

めてハロウィーン・パーティーに参加しました。また人生初めてハロウィーンの衣装も着

て、パーティーに行きました。初めてハロウィーン・パーティーに行ったんですけど、ア

メリカのハロウィーンはすごく発達しているなと思いました。アメリカは日本と違ってハ

ロウィーンの盛り上げ方が全然違し、僕はこのアメリカンスタイルのハロウィーン・パー

ティーを見て、みんなが色々なハロウィーンの衣装を着て、ハロウィーンを楽しんでいる
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なと思いました。そして 11月は Thanksgivingを味わってきました。まず大学内でやって

いる Thanksgiving Partyに行って来ました。僕はそこで初めてターキーなどの

Thanksgivingのための食べ物を食べてきました。そしてその夜も Thanksgiving Partyに行

って、ダンスしたり、食べ物を食べたりしてきました。またアメリカの友達に誘われて、

アメリカ人の家に行って、本当の Thanksgiving Partyを感じる事が出来ました。僕がアメ

リカの友達の家に行って感じたことは、まず食事する前に、神様に感謝し、その後食べ物

を食べます。僕はこの行為を見て、11月の Thanksgiving Dayはとてもいい日だし、またア

メリカ人にとって色々な場面で感謝する日なんだなと思いました。 

メンフィス大学での勉強は、とても苦労して勉強していました。今まで日本にいた時、

英語の勉強をきちんとしていなかったのが事実です。なので授業で英語の本を読んだり、

アメリカの時事の事についてやっていた時は本当に苦しかったです。でも本場アメリカで

英語を勉強した事は自分の英語能力を上げるため試練だと思います。その結果アメリカ人

とのコミュニケーションが深まったような気がします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

僕はアメリカに行って、日本との文化の違いを見つかるばかりでした。例えば、アメリ

カでのコミュニケーションですが、僕から見てアメリカ人は一人一人やさしいなと思いま

した。なのでアメリカ人と話している時、話していると自然と会話の幅が広がってくるん

です。僕はあめりかで人と色々と話す事が徐々に好きになってきました。僕はアメリカの

メンフィスに行って、人との関わり方、英語やアメリカの文化を学ぶこともできたし、色々

アメリカで授業やボランティア活動などをした影響で、人生 180度変わりました。これか

らアメリカで学んで来た事を、日本で活かすように頑張っていきたいと思います。 
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中期留学報告書 

天津外国語大学留学生活 

 

天津外国語大学 15F1052 堀田 久恵 

 

 ２０１２年８月３１日、予定通り天津空港着、すぐタクシーにて天津外国語大学に無

事到着。フロントにて手続きを済ませ、部屋のカードキーを貰いエレベーターに乗り込む。

私の部屋の階の番号が無くて、ボタンを押せない。部屋番号は１５０６号。もう一度フロ

ントで聞く。実際は１３階であるが縁起の悪い番号なので、１５となっているらしい！欧

米系の学生も多く、１３日の金曜日が由来らしいと分かった。１４階も１６になっていた。

そうだったのか！これも文化の違いか。 

 翌日、スーパーマーケットに電気ポット、電気スタンド、ヘヤードライヤー、を買い

に行く。部屋に戻りすぐ湯沸しポットでお湯を沸かそうと取り出したら、台座とポット部

分が合わない。明らかに不良品である。翌日現物と、レシートを持ってサービスカウンタ

ーに向かう道すがら、なんと説明したらいいのか？と考えながら歩いた。到着したそうそ

うなんて運が悪いのだろうと思ったが、これは私の課題だ！これをクリアー出来たら一歩

前進だと思い改め、サービスカウンターに向かう！拙い中国語で説明し、現物とレシート

を見せる。しばらくするとこれを返すのか？と聞いてきたので「对」ハイと答えるとあっ

けなくお金を投げてよこした。そのお金を掴んでポットの売り場に行き、今度こそは壊れ

ていませんようにと祈りつつ買って帰る。一つ問題を解決し、うれしかったが２度あるこ

とは３度あるかも？と、スーパーを後にした。部屋に戻ると今度は、椅子が壊れてキィー

キィーと音がする。トイレのタンクは壊れて水が溜まらない。立て続けにカルチャーショ

ックとトラブルが交互にやってきたがこれらも簡単に解決でき、私の課題はすべてクリア

ー出来、やれやれ！！宿舎はまだ新しく清潔であるが、勉強机と椅子の高さが合わず違和

感を覚える。毎日腰が痛くなんとかせねば！と思い、工事現場から煉瓦を拾って来て、机

の下に噛ませこれで高さがぴったりと合い我ながら良いことに気が付いたとにんまり！ル

ームメイトは韓国人、会話レベルもそんなに差はなく中国語で挨拶。感じのいい子であり

（あとになって大喧嘩するとは露程も思わず）しばらくは和気藹々と楽しく過ごした。 

 学校の授業においては、班分けテストで中級２班に入る。听力のクラスが私にとって

一番難解であるが、ここのクラスで頑張ってみようと決心する。今年は留学生が多く、１

クラス３０名ほどいます。(去年は４～５名程だったらしい)クラスによって違いますが、

私のいるクラスは、韓国人２人、日本人４人、ウクライナ、ロシア、スペイン、イタリア、

ベルギー人‥等です。そのほか、課外授業で、京劇、ビジネス中国語、書道、篆刻が有り、

どれも興味深いものばかりでした。京劇、篆刻の授業に参加し、篆刻の授業では印鑑を一

つ彫り上げました。又授業以外に留学生のための１日観光に参加しました。行った先はあ

の万里の長城（黄崖天長城）北京からず～と続いている天津にある長城です。観光バス３
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台すべて留学生、途中霧が濃くなって３時間ほど立ち往生、でも何とか無事着くことが出

来ました。登ってみると遥か彼方までず～～と続いている。こんな建造物を昔の人は人力

で作ったとは！たくさんの人々が犠牲になったのだろうなあ！工事中命を落とした人も大

勢いるのだろうと思うと、ちょっと複雑な気分になりながらも、秋の気分を満喫してきま

した。 

 大学以外、外にも目を向け交流しょうといろんな集まりに参加しました。例えば、天

津日本語教師会、和平図書館の日本語倶楽部、地域の日本語教室、老人クラブの日本語教

室‥等を聴講させてもらい、いろんな人と知り合いになれてとても有意義な時を過ごすこ

とが出来ました。 

 １２月に入って国際交流基金巡回研修が、天津外国語大学で開催され、留学生ではあ

ったが、天津日本語教師会に入会していた為参加することが出来ました。国際交流基金と

は「相互理解のための日本語」という理念のもと海外に日本語を普及するにあたり、北京

日本文化中心が中国のいろんな場所で開催しているものであり、それに参加出来たことは

本当に幸運でした。天津外国語大学日本語教師、他の大学で日本語を教えている先生たち

とも話すことが出来ました。又名古屋学院大学に以前留学したことがある中国人の先生も

いて、世間は狭いなあと思いました。又その場で、天津で全盲の日本人女性が日本語教室

を開いていることを知り聴講させてもらう約束もしました。１週間後その教室に行くと、

その日の生徒は中国人５名しかも一人は全盲で有りながらも一生懸命勉強している姿に感

動しました。授業レベルは高くてその日のテーマは、ノーベル賞作家の“莫言”さんにつ

いてでした。私はその作家については殆ど知らずいい勉強が出来ました。授業の最後には

日本の最新の歌、その時は中島美香の歌を聴き中国語に訳すことでした。私は、歌も初め

て聴く曲だったし、日本の事についても本当に知らないことが多くあり勉強になった１日

でした。 

 １２月も後半になると期末試験の日程が決まり、慌ただしくなってきました。阅读考

试， 

口语考试，精读考试、と続き、疲れからか？とうとう風邪をひいてしまいました。試験

が有るので無理をしてひどくなる一方でした。試験が終わってすぐ一人でタクシーに乗っ

て病院に行ってきました。病院では緊張しましたがこれもいい経験をしました。友達の中

国人が一人で行けるの？ついて行こうか！と言ってくれたのが本当にうれしかったです。

異国で体調崩したのも、今となってはいい経験でした。診察が終わるとなんだか元気が出

て帰りには、伊勢丹に出店したばかりの、東京のとんかつ専門店“和幸”でランチ、店員

さんのサービスの良さと、千切キャベツ、シジミのみそ汁、ご飯のおかわり自由と但し書

きが有り感激、初めの一膳は、キャベツとシジミの味噌汁で、おかわりしてカツを食べよ

うとしたときにはもう腹いっぱいでした。これで元気になるぞ～！と帰路に着きました。 

 日本を離れて、中国から日本を見ていると、日本の悪いところ、中国の悪いところが

見えてきます。テレビを見ていても報道の仕方も違います。中国も国民を洗脳しています。
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日本も中国の悪いところを強調して報道しています。同じことを何回も何回も日本は報道

しています。例えば万里の長城で遭難したニュースもまさしくそうでした。この時期に娘

が連休を利用して中国に行きたいと言った時、職場の人々からは、“自殺行為はやめろ”と

言われたそうで、母がいるから大丈夫と言って北京に遊びに来ました、どうしても万里の

長城に行きたいと言うのでタクシーを予約し空港から直行しましたが、さすがに観光客は

わずか、日本人観光客には合いませんでした。天気も良く、人はいなくて自分たちの為に

あるような貸切り状態の長城でした。ガイドさん曰くこの道は普段人が多くてまともに歩

けないよ！と言っていました。本当に幸運でした。このような例を見ても日本の過剰報道

が影響していると思いました。 

又中国の報道を見ても、尖閣問題の漁船衝突の事実は日本の報道とは全く違う：中国漁

船が日本の巡視艇に故意に衝突させたのだ。だが人々はテレビで洗脳されており、知り合

った中国人はまったく逆の事を事実と信じている。しかし議論しても並行線、中国人が日

本びいきの話をすれば、売国奴とレッテルを張られ、中国社会では生きていけない。でも

このような話を除けば、みんな同じ人間、悩みも悲しみも同じ、中国人と素直に包み隠さ

ずに、習慣、文化、食べ物、自分が子供の時の話‥等、色々な事について話せる中国人の

友達が出来たことが私にとって一番の収穫でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万里の長城（日本人遭難事故が有ったため観光客はほとんどいない） 
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に 

 

 

 

 

 

 

和平図書館日本語倶楽部の集まり 書道展（魚釣島は中国国有領土の文字）

 

篆刻の授業で印を作成（任靓）中国人の

友人にプレゼントする 
私の部屋（二人部屋） 
テレビは NHK 日本語放送が見られる。 
 

韓国寿司 7 元・麺 7 元  合計 14 元 
今日のランチは豪華版、普段は 1 品だけ 

 

左：女子寮 右：留学生寮 
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中期留学報告書 

～交流することの素晴らしさ～ 

 

天津外国語大学  15F1029 久保田 真子 

 

 今回、わたしは特別留学での後悔や、留学の楽しさ

が忘れられず公費留学に応募しました。応募の際、単

位のことですごく悩みましたが先輩たちを見ていると

留学に行けばよかったと後悔している人も多く、単位

のことはなんとかなるだろうと思い、留学を決心しま

した。二回目の留学だったので準備もスムーズに終わ

り、あと少しで出発というときにわたしは留学の目標

を立てることにしました。最初は HSK６級をとる！と

いう目標でしたがそれは日本でもできることなので現

地でしかできないようなことにしました。それは、ス

ピーキング能力の向上です。去年の特別留学では、中

国人と交流する機会があまりなく現地の人と会話をす

る機会がなかなかなかったので、今回の留学は積極的

に中国人と交流して口語能力を少しでも上げるように

頑張るという目標を立てました。目標を立てた後、留学に行くという実感が高まりドキド

キとワクワクでいっぱいでした。今回、天津外語を選んだ理由は学校の評判の良さと特別

留学のときに何度か訪れたことがあったからです。天津を選んだ理由は、本当に住みやす

く買い物街や日本のお店が沢山あり本当に生活しやすい街だったので留学は絶対天津にし

ようと決めていました。二回目だったので天津にはすぐに慣れることができ留学生活を他

の子よりも早く自分のものにすることができました。 

 中国に戻って一番驚いたのは、天津の発展の早さでした。去年にはなかったようなビル

やお店ができていたり、元のお店を全部新しいお店に変えていたり、半年間でこんなにも

変わるなんてと思い、とても驚きました。それ

と同時に、今の中国の発展意欲を直に感じるこ

とができ去年の天津とはまた違った天津を見る

ことができてなんだかうれしい気持ちになった

のを覚えています。 

 天津外語は南開大学よりも小さいですが、外

国語大学なので留学制度がしっかりとしていて

とても中国語を学びやすい環境だと思いました。

学習面では、宿舎の下の掲示板に HSK について

天津で有名な観覧車「天津之眼」 

学校主催の長城旅行でフィアンマとカテリーナと 
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などを掲示してくれたり、勉強スペースなどもありました。クラス選択では、初級１・初

級２・初級３・准中級・中級１・中級２・中級３・准高級・高級１・高級２というように

細かく留学生のレベル別に分かれておりクラス分けの期間には中国人の先生方が一人ずつ

面接をして本人に合ったオススメのクラスを教えてくれます。自分に本当に合ったクラス

を選んでくれるのでクラスが選びやすくとてもいいなと思いました。わたしは中級２のク

ラスに決めました。そこまで上のクラスではないですが、精読という授業で高級レベルの

教科書を使っていたのでこのクラスにしました。最初はついていけるかとても心配してい

ましたが、先生がとても優しくどんな質問にも丁寧に答えてくれたので無事単位をもらえ

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラスメートはみんなわたしより年上でみんな妹のように接してくれました。そのなかで

も一番仲良くしてくれたのはイタリア人のフィアンマでした。彼女は、イタリア語・フラ

ンス語・英語・スペイン語などが話せて日本語もリスニングはできるという人で現在韓国

語と中国語を勉強しているらしく、とてもすごい人だなと思いました。彼女は本当の姉の

ようにいろいろ気を使ってくれて一緒に買い物に行ったりクリスマスプレゼントを交換し

合ったりととてもいい友達でした。フィアンマはわたしが落ち込んでいた時にはご飯やパ

ーティに誘ってくれたりして気を紛らわせてくれました。フィアンマの友達もとても面白

く、みんなわたしを友達だと仲間に入れてくれたとき日本人にはない心の広さだなと思い

感動しました。クラス以外では、留学生宿舎の１階にあるフリースペースで友達になった

人もいました。アメリカ人のトミー・ローレン・デニース・ニックやウクライナ人のヤリ

ックなど他にもたくさんの友達ができました。みんなでたこ焼きパーティをしたり、相談

しあったり、パーティを開いたり、とても楽しい思い出しかありません。わたしにはこの

留学でできたかけがえのない仲間がいます。韓国人と日本人いつも８人でいた仲間たちと、

日本人の同年代で仲良くなった８人です。韓国人のグループではお互いに自分の国の料理

を作りあったり、クリスマスパーティをしたりご飯を食べに行ったり、なんとなく部屋に

集合してグダグダ過ごしたり、とても楽しいメンバーでした。わたしたちにとっても彼女

日本人 ８人組 日本人・韓国人 ８人組 
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たちにとってもお互いに信頼し合っていてと

ても居心地がよかったです。日本人の８人で

は一緒にご飯を作ったりみんなで集合してジ

ブリを見たりライブ DVD を見たりとても楽し

かったです。この８人では日本でも会えるの

でまだ連絡を取っています。一番お世話にな

ったのは、わたしのルームメイトで韓国人の

ジウンです。彼女は本当の姉妹のようによく

してくれて本当にいい人でした。テスト勉強

をしているとお菓子を差し入れで買ってきてくれたり、わたしの祖母が亡くなったという

連絡を聞いてずっと泣いていたわたしを元気づけてくれたり、人間関係で悩んでいるとき

も相談に乗ってくれたりとてもいいルームメイトでした。もう一人、家族のように接して

くれた高晴という中国人もわたしにとって忘れられない人です。彼女はフロントのお姉さ

んで本当に優しくいろいろなことをやってくれました。一緒にご飯に行ったり一緒に旅行

に連れて行ってくれたりとてもいい友達です。この天外で知り合った仲間たちとわたしは

一緒に笑ったり、怒ったり、泣いたりこの半年間ですごく深い絆のようなものが生まれた

と思っています。かけがえのない大切な人たちに出会えてとてもいい留学だったと胸を張

って言うことができます。 

 わたしが今回の公費留学で得たものは人

と交流する素晴らしさです。国は違うし、

育ってきた状況、感じてきたものも違う人

たちと交流することによって自分の住んで

いた世界がどれほど狭かったのか、どれだ

け視野が狭かったのかを気づくことができ

ました。さらに、わたしもここで知り合え

た仲間たちのように心の広い人になろうと

おもいました。そしてもう一つ思ったことは、みんな同じ人間なので最後はやっぱり分か

り合えるということです。今でも世界中で差別や偏見のせいで苦しい思いをしている子や、

日本でも○○人だからということで無実の罪でつかまっている人、学校や社会でなじめず

孤立している人など沢山いると思います。そういう人たちでもお互い同じ人間だというこ

とをちゃんと理解し、お互いに分かり合い生活をすれば世界の抱えている問題も少しは解

決するのではないかとわたしは今回の留学を通して思いました。わたしはこの気持ちを生

涯忘れないように生きて行こうと思いました。前回の留学は後悔してしまいましたが、今

回の留学は一つも後悔のないとても素晴らしい留学となりました。この半年という短い期

間でしたがいろいろなものを得いろんなものを経験し、人間として前回以上に成長できた

と思います。 

高晴と山西省 平遥へ旅行 

ルームメイトのジウン 
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中期特別留学報告書 

～私の経験～ 

 

                   南開大学  16F1001 浅岡 真歩 

 

 私はみんなより１ヶ月遅れて、９月から中国に行きました。みんなは、１ヶ月早く来て

いるので耳慣れをしていて、初めはとても焦りました。初めは、みんなが言っていること

を聞いて覚えて真似をして言っていました。 

一番苦労したのは、生活環境に慣れることでした。水道水が硫黄の匂いがしたり、ネッ

トが繋がらなかったり、外に出ると変わった匂いがしたり、食事が合わなかったりと、慣

れるまで苦労することが多々ありました。日本との生活とは正反対なことが多く、日本で

当たり前だったことが当たり前じゃなくて、驚くことがたくさんありました。 

私は留学中にパソコンが壊れてとても苦労しました。何回か日本に帰りたいと思ったこ

とはありましたが、パソコンが壊れたときが一番帰りたくなりました。それぐらい辛かっ

たです。友達にパソコンを借りたり、Wi-Fiを使ったりして、なんとか乗り越えられました。 

食事は、食堂に行ったり、外食をしたり、デリバリーを取ったりしていました。初めは、

食あたりになりつらい時期もありましたが、慣れてからは大丈夫になりました。 

中国料理より韓国料理をよく食べていました。中国料理は、どの食べ物にでもパクチーが

入っており、油っぽかったです。辛い食べ物が多かったのですが、私は辛い物が大好きな

ので大丈夫でしたが、辛い物が苦手な子は、苦労していました。 

勉強面では、私は初級１のクラスになりました。勉強内容は、初めのうちは、ピンイン、

漢字の書き方や基本的な文法の勉強で、前期の時に勉強した内容と似ていました。復習と

いう感じでした。授業は、教科書に沿ってやり、文章を読んだり、黒板に新出単語を書い

たり、クラスメイトと会話の練習をしたりする内容でした。毎授業、簡体字とピンインを

書く単語の１０問テストがあり、２週間に１回ぐらいの割合で、復習のテストがありまし

た。勉強は日に日に難しくなって、予習、復習が当たり前でした。 

クラスメイトは、いろんな国の人がいて、すごく面白かったです。クラスメイトの人と

話すときは、英語と中国語を混ぜて話していました。 

特に仲良かった韓国人のことは、食事に行ったり、私が K-POPに興味があったので、そ

の話で盛り上がったりして、とても楽しかったです。 

平日は毎日学校がありました。土日の休日は、買い物に行ったり、外国人の人とご飯に

行ったり、観光をしたりしました。天津では、『古文化街』や『南市食品街』、『天津之眼』

などの観光地に行きました。『古文化街』や『南市食品街』は、教科書に載っていたままで、

お土産屋さんやいろんな食べ物が売っていました。 

『天津之眼』では、７０元もする大観覧車に乗りました。値段が高いと思ったのですが、

記念だと思い乗りました。すごい大きな観覧車で、夜に乗ったので夜景が綺麗でした。 
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天津以外では、北京に行きました。北京へは、新幹線で行きました。新幹線は、自分の思

っていたよりはるかに綺麗で驚きました。しかし、物価が高いのかわからないのですが、

天津より北京の方がマクドナルドの値段が高かったです。北京では、『天安門』、『故宮』、『王

府井』に行きました。『天安門』はテレビのままで、『故宮』は、とても広くて歴史がある

建物がたくさんありました。北京にとても行きたかったので、行けてよかったです。 

９月は、反日デモの影響で外出出来ず、つらいときが数日ありました。外に出ても、中

国人が怖いときもありました。タクシーの乗車拒否をされたこともありました。「なに人？」

と聞かれても「韓国人」としか言えなくて、「日本人」と言えないことがつらかったです。

家族や日本にいる友達から日本では大きなニュースになっていると心配の連絡が何度もき

ました。しかし、中国ではほとんどテレビを見なかったのでそんな大きなニュースになっ

ているとは、知らなかったです。大学からちょっと離れたとこに住んでいた日本人の友達

は、その頃学校に来られない日が何日かありました。尖閣諸島の問題は、日中間にとって、

すごく大きなことなのだなと思いました。 

天気は、夏は日本と変わらないぐらい暑かったです。夏も冬も、雨はあまり降らなかっ

たですが、降るときは、ゲリラ豪雨みたいになり、道路に水が溢れ、湖みたいになります。

冬は、想像していたより遥かに寒かったです。気温が、マイナスなのが普通でした。自分

が日本に居た頃に、体験しない寒さでした。寒いというか、『痛い』という感じでした。ズ

ボンの下に、タイツをはかないと過ごせない日々でした。それをするのは、私たちだけだ

と思っていたのですが、中国人の友達に聞いたら、中国人でもそれが当たり前だと聞いて、

驚きました。雪は何回か降りました。帰国の前日も大雪で帰国できるか心配なぐらい降り、

積もりました。  

普段日本で暮らしている生活を当たり前だと思っていては、いけないなと思いました。

その価値観で外国に行くとくじけると実感しました。中国は、日本みたいな暮らしではな

いと思っていましたが、その想像を遥かに超える生活で慣れるまでに時間がかかりました。

また、日本がどれだけ安全な国なのか実感しました。鞄は常に前に持つのが当たり前で、

中国人でさえ、リュックを前にして持っていて、現地の人でさえそういうことが当たり前

なのだなと驚きました。日本人は、場所取りとかで椅子に鞄や荷物を置いて行くことがあ

たりまえですが、それは外国じゃありえないことなのだなとわかりました。日本に帰って

来ても、その感覚がいまだに少し抜けません。 

留学に行ってよかったと思うことはたくさんありますが、特に思うのは、メンタルが強

くなったという点です。留学に行く前は、私はネガティブで打たれ弱かったのですが、中

国に行ったら、メンタルが日本に居た頃より強くなりました。中国では、自分の意思や積

極性がないと過ごせなかったので、自然に強くなっていったのかなと思いました。 

留学に行っている最中は、毎日が刺激的な生活でした。楽しいことつらいことが経験でき

て、今ではすべて良い思い出で自分にプラスになったことが多いので、行ってよかったと

思います。 
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中期特別留学報告書 

～楽しかった日々～ 

 

名南開大学  16F1004 安藤 誉文 

 

 学習面について 

今回の留学では 8月 6日にテストを行い 7日から授業開始しました。授業はすべて中国

語なので始めのうちはほとんど言っている意味が分からなかったのですが、日が経つにつ

れ話している内容を理解できるようになり授業が楽しくなりました。また、大妻女学院か

らの留学生が同じクラスになり授業の分からないことなどを教えあったり中国での生活で

困ったことなどを教えあったりしました。 

毎日宿題と予習復習をしなければならなかったため夜遅くまで勉強することもあり次の

日の朝起きるのが大変でした。夜遅くまで勉強した買いもあり、最後の試験では、しっか

りとした点数を取ることができ自分がしっかりと成長していることが確認でき安心しまし

た。 

9月からは特別留学が本格的に始まりました。授業の方は日本でもやっていたところが多

くついていくことができていました。またクラスメイトとの会話はとても面白く勉強にも

なりました。 

10月 11月の授業はだんだんと難しくなっています。特に単語を覚えるのはとても大変で

す。また、文法も難しくなっています。しかし、日本と同じ漢字同じ意味の単語も多く出

てきているのでその辺はとてもよかったと思いました。 

分からないことは先生や本科生で勉強している友達に聞いて勉強しました。また、日常

でよく使う言葉や中国語の冗談なども教えてくれるため中国人学生などとの交流でも使え

とても面白かったです。 

12 月に入り学習面では一番大きかったことでは、学期末のテストがありました。日々の

努力の成果や最後の月ということで勉強にも熱が入りテストを乗り越えることができまし

た。授業は復習が中心になりその中で新たな単語を絡めながら授業を進めることが多くな

りました。 

また、教室外へ出て中国人学生との会話練習などもありました。そこでは好きな歌手、

中国の伝統のうたはどのようなうたがあるのか、普段は何をして過ごしているのかなどを

質問しました。感じたこととしては中国人学生も日本の学生と同じように流行の音楽を聴

いたり休みの日は友達と出かけたりしているようです。文化の違いを感じたところは多く

の学生がルームシェアをしてくらしているところやファッションに使う金額などです。フ

ァッションに関しては物価の違いや人それぞれなところもありますが、そこらへんのこと

を含めても日本人学生よりも使う金額が少なく感じました。 
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 生活面について 

始めのうちは近くのコンビニで買い物をしていましたが、今では近くのデパートまでタ

クシーやバスに乗り行くことが増えました。そこでは、日常用品を買ったり食事をしたり

しています。そのおかげで聞いたり話したりする力が伸びました。日曜日には日本語サロ

ンといった日本語のできる中国人の人と話す機会があり人とのつながりも楽しむことがで

きました。 

中国では反日デモが起きていたため少し不安な時期もありましたが、思っていたより親

日の方が多くて安心しています。また、宿舎が同じだった韓国人の人と話したり情報交換

したりできとても楽しい期間を過ごしています。外国人の人と一緒に授業をする 9月が始

まるのがとても楽しみでした。 

9月 18日は満州事変の日ということでとても心配でしたが、大事になることはなくよか

ったです。しかし、18日前日、18日以降数日はタクシーへの乗車を断られたり、飲食店前

に日本人お断りの看板が立てられたりなど反日感情が見られました。飲食店内では隣の中

国人客に「日本人は帰れ」と言われたりすれ違いざまに暴言を吐かれたりした生徒もいた

みたいです。韓国人の人は日本人に間違えられ反日の被害にあっていたようで申し訳ない

気持ち半分、帰国後のお土産話にもってこいだなという気持ち半分といった感じです。 

10月は北京に行ってきました。中国では 9月の終わりごろから 9日間ほど国慶節という

休みがあったので、そのとき北京へ旅行に行ってきました。反日感情が残る中少し不安も

ありましたが無事に帰ってこられたのでよかったです。北京では観光をしてきました。前

門、王府井などを見て回りました。 

しかし、一番見に行きたかった天安門、故宮は観光客が多すぎたため見ることができな

く残念でした。北京の人の多さは予想を超えるほどの多さで日本では見ることのできない

光景だと思いました。 

休み明けには、南開大学の遠足のようなもので香山に行ってきました。香山とは北京の

有名観光地の一つで紅葉がきれいな場所です。しかし 10月の中旬ではまだ紅葉がきれいに

そまってなかったため少し残念でした。しかしその時にまた新しい友達ができたのでよか

ったです。そのため、仲良くなったヨーロッパの国の友達とも食事に行くことが多くなり

ました。しかし、ヨーロッパの方では夕食がとても遅く 8時や 9時に食べるようでお腹が

すくのを我慢するのが大変でした。 

ヨーロッパの友達と食事に行くとクラスの友達とだけではなくいろんな人と仲良くやれ

ていてとても楽しかったです。11月は特に何もなく過ぎていきました。 

授業にも生活にも慣れごく普通な生活をしています。月曜日から金曜日まではしっかり

と授業に行き土曜日はサッカーで汗を流しそのあと社会人の方の家へ遊びに行っているの

が普通の生活になっていました。 

食生活に慣れてきたせいなのか時間がたつにつれどんどん太ってきているような気がし

ました。平日は昼食と夕食だけ食べていました。今までは時間があれば目の前の食堂に朝
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食を食べに行くことができたのですが、工事が始まったため食べに行くことができません。

その代りに校舎の 5回にある売店でハンバーガーを買い食べていました。しかし販売が 10

時 30分からのため一限目は空腹で頑張っていました。 

12月になり留学も終わりに近づき、初めのころは不安要素が多く心配な毎日でしたが時

間がたつにつれ聞く能力話す能力がついていきました。そのおかげで外国人の友達と遊び

に行けるようになり買い物で得したりすることが多くなりました。 

天津の 12 月はとても寒くー１０度という日本ではなかなか経験できない環境を経験する

ことができました。他にも凍った川の上を渡ったことや凍った川の上に雪が積もり道のよ

うに見えたことなど、とても貴重な経験をすることができました。 

 留学を通して学んだことは語学、中国の文化また日本の文化との違いはもちろんのこ

と韓国やスペインなどの学生から聞いた日本との違いなども学ぶことができました。中国

と日本の文化の違いを挙げるのならば一番はサービスの価値観だと感じました。買い物や

食事の清算などで当然お釣りをもらうことがあります。そのとき、日本ではお釣りを丁寧

に渡しますが、中国ではレジの机の上に落とすように渡されるのが普通のようです。他に

もいろいろありますがサービス文化の違いはすごいものでした。 

今回の留学は私の価値観を大きく変えるものでした。物に対する見方や中国人を見る目

が特に大きく変わりました。この経験を将来生かせるよう大学生活を過ごしていきたいで

す。 
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中期特別留学報告書 

中国の毎日 

 

南開大学  16F1007 井上 景太 

 

僕は南開大学に中期留学に 8月 4日から 12月 29日まで行っていました。行く前は不安

だらけでしたが、今帰ってきて半年を振り返ってみると、とても充実した半年だったと思

います。まず中国に着きバスに乗り自分が住む寮を見たとき僕は一人暮らしに憧れていた

ので不安よりわくわくしていました。寮に荷物を置いたらさっそく買い物に行くことにし

ました。スーパーで食べ物などを買おうと思い、店員さんに欲しいものの場所を尋ねたの

ですが、中国語がはやすぎて聞き取れず生活していけるか不安になりました。次の日には

韓国人の学生が短期留学に同じ寮に来ていました。僕は外人の友達が欲しかったので、階

段ですれ違った時に勇気を出して話しかけてみました。そうしてみると韓国人の人たちは

とてもフレンドリーで、すぐに仲良くなることができました。外国人の方とのコミュニケ

ーションは難しいと思っていたのですが、不慣れな中国語と英語、そして身振り手振りで

なんとかコミュニケーションをとることができました。そうこうしている間にさっそく授

業が始まり初めての授業は緊張しました。クラス分けがされて日本人のクラスメイトが数

人いたので安心しましたが、いざ授業が始まると、英語と中国語だけの授業でちんぷんか

んぷんでした。ですがクラスにはいろんな国の人たちがいてとても楽しい授業をすること

ができました。次の日の授業はしっかり予習をしていったので前日よりは授業内容を理解

することができました。授業が終わったときに気さくに韓国人の方が声をかけてくれて仲

良くなることができました。授業が始まってからの初めての休みの日に、同じクラスの日

本人の方が教えてくれた中日交流会（日本語サロン）という日本語を勉強している中国人

と日本人の交流会に行ってきました。クラスメイトには中国人の方はいなかったので、中

国人の友達を作るいい機会だと思い気合を入れていきました。交流会はカフェでやってい

て何十人も来ていました。なんて声をかけていいかわからず座っていると、中国人の二人

組の女性の方が日本語で話しかけてくれてきて話すことが出来ました。とても優しい人た

ちで、簡単なことは中国語で話し難しいことは日本語ではなしてから中国語をおしえてく

れました。連絡先を交換してメールなどをすることでとても勉強になりました。 

授業はだんだん難しくなっていき最初のテストが近づいていきました。テストがどのく

らい難しいのかとても不安で、前日にみんなで集まって勉強をたくさんしました。そのお

かげかはわかりませんが、テストはいい点数を取ることが出来ました。日本人は漢字を知

っているので外国人の方達より有利だとおもいました。中国の生活に慣れてきて毎日が楽

しくなっていきました。平日は授業が終わるとおいしい店を探しにいろんなところをに行

ったり、休日は外国人の人たちと遊んだりもしました。一か月くらいたつと授業内容もだ

いたい決まってきました。総合の授業と口語の授業が日替わりでありました。どちらの授
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業も毎日授業の初めに小テストがあり、毎日勉強が大変でした。授業中は先生が順番に生

徒をあてていき発音をさせるので間違えないように気が抜けませんでした。外国人の人た

ちは授業が始まったばかりの時は、全然中国語が出来ていなかったのにどんどん成長して

いって、ものすごい量の勉強をしていました。僕もみなわらなきゃいけないと思いました。

そしてこれと同じ時期に最初に仲良くなった韓国人の人たちが帰国してしまうというので、

みんなで遊びました。こんなに早くに別れが来てしまうなんてとても悲しかったです。で

すがこの時期にデモが始まってしまいました。僕が今まで仲良くなった中国人の人たちは、

日本人が好きという方ばかりだったのでとても不安になりました。やはり中国では日本人

が嫌いな人が多いのかなと思いました。ヤマダ電機が襲撃されたと聞いて怖くなり外に出

たくなくなりました。ですが一週間くらいでデモは終わったので安心しました。知り合い

の中国人がもう大丈夫と教えてくれたので安心して外出することが出来ました。 

授業は慣れてくるとどんどん楽しくなっていきクラスメイトともほとんど仲良くなるこ

とが出来ました。学校の校舎には卓球台が置いてあり授業終わりに外国人の人たちや日本

人の友達と毎日卓球をして遊んでいました。休日には日本人で集まってバレーボールなど

をしたり、寮で仲良くなったインドネシア人とサッカーをしたりしました。学校で本科生

の日本人の人と仲良くなりその人は中国語がペラペラなので、わからないことがあったら

教えてもらいました。その人は勉強以外でもたくさんお世話になりました。たとえば日本

食が恋しくなっていた僕たちに、おいしい店を紹介してくれたりしました。中国での生活

はあっという間にすぎていきました。これといったこともなく勉強もほどほどにやり、休

日は遊んだりしていたら残り一か月で帰国というところまで時間が迫っていました。嬉し

い気持ちもありましたが、中国でたくさんの友達ができたので、帰りたくない気持ちも強

かったです。ですが最後のテストも残っていたので気を抜かずに勉強しました。最後のテ

ストは筆記、リスニング、口語の三科目あったのでたくさん勉強しました。僕は中国人の

友達とたくさん遊んだりしていたので、口語のテストには自信があり当日も問題なく答え

ることが出来ました。筆記やリスニングもなんとか合格することが出来ました。テストが

終わった日にはクラス会があり、クラスメイトの外国人の人たちとたくさん写真をとり思

い出を作ることが出来ました。帰国までの時間は中国でできた友達たちと、最後に遊んで

別れをしてとても有意義に過ごすことが出来ました。中国の最終日には外国人の人たちが

パーティーを開いてくれてとても楽しかったです。帰国当日には韓国人の人たちが見送り

に来てくれて、とても嬉しかったです。日本に着いたときはかなり嬉しかったですが、今

では中国での生活を恋しく感じます。機会があればまた中国に留学に行きたいです。 
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中期特別留学報告書 

～留学５か月間のまとめ 

 

南開大学  16F1010 蟹江 伶奈 

 

中国に着いて一番気になったのはやっぱり衛生面だったけど、1か月も経つと全然気にな

らなくなって中国をより楽しむようになってきま

した。お腹を壊さないかすごく不安だったけど、大

丈夫でした。南開大学の敷地はとても広くて、初日

の夜は有名な狗不理肉包子を食べに行きました。流

石名物だけなあって、とてもおいしかったです。帰

りは友達と二人で大学の敷地内で迷子になってし

まい、部屋に戻れなくなりました。慣れるまではも

っと大人数で行動しないと少し危ないかもしれま

せん。 

 

授業の方は先生もとてもいい人で毎日楽しくやっていました。私は初級のコースだった

ので授業内容も難しくなく、宿題も多くなく、苦労はしませんでした。 

短期の授業はあっというまに終わってしまい、約 2週間の休みに入りました。 

出かけ先の数も増えていき充実するようになっていきました。中国へ来る前は、中国の

人は冷たそうだなという勝手な偏見を持っていましたが、実際に中国へきてみると全然そ

んなことはなく、とても暖かい人達ばかりでした。でも、皆がみんなそういうわけではな

く、煙たがられる場面もたくさんあります。最初は心が折れることばかりでしたが慣れと

いうものは恐ろしいものですっかり慣れてしまいました。でも、香辛料だけは慣れること

が出来ません。 

休みが明けて、特留が始まりました。クラスには韓国、フランス、モンゴル、パキスタ

ン、ベルギー、ロシア、アメリカ、の人達がいます。年齢層の幅もとっても広くてとても

楽しかったです。クラスが初級コースのせいか、授業の内容はピンインからスタートしま

したが、特に苦になることもなく楽しく過ごしています。 

九月の中旬に入り、急に肌寒くなってきました。天津は熱い時期が短く、あっという間

に涼しくなってきます。冬服をもっと多めに持ってこればよかったと後悔をしています。

この前急いで、服を買いに行きました。値切り方を段々とマスターしていき、定価で買う

ことはほとんどなくなりました。 

飲食店の物価は日本に比べとても安いですが、デパートで売っている服の値段は日本と

全然変わりませんでした。露店で売っている服はとても安かったです。 
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カフェで行われている中国人との交流会に初めて参加しました。そこには日本語がペラ

ペラな中国人の方がたくさんいて、たくさんお話することができました。どんどん中国語

で会話する量を増やせるようになりたいと思いました。 

その中に、私と同じようにアニメが大好きな女の子がいて、一気に仲良くなり、親友に

なることができました。中国人のお友達ができてとても嬉しかったです。これからもっと

交流を深めていきたいです。それに、道端で急に話しかけてきた中国人の女性の方ともお

友達になることができました。中国は日本と違って人と人との距離がとても近い国だなと

思いました。 

 

9月は反日デモが中国各地で行われたので中旬からあまり外出することが出来ませんで

した。自分の周りの子達も被害を受けたりして、他人事ではないと思いました。 

まさか自分が中国に居る間にこんな日中の関係が険悪になるとは思ってもいなかったの

でかなりひやひやしました。でも、これだけ今日本人が街中で煙たられているのにもかか

わらず、交流会で仲良くなった中国人の友達は全く今までどおり仲良くしてくれました。

むしろ私たちのことを心配してくれて、メールをくれたりました。 

9月は、道端で知り合った中国人のしーちゃん合わせて５人で一緒にお出かけをしました。

おすすめの美味しい所へ連れてってもらいました。そこは伊勢丹の火鍋のお店でした。ま

だできたばかりのお店だったので、日本と変わらないぐらいサービスがよくて、しかも味

もとても良かったです。辛い方の鍋がいままで食べたことのない辛さで、驚きました。香

辛料がすさまじかったです。 

また別の日には、違う中国人のお友達の晴ちゃんに自転車の後ろへ乗せてもらって天津

のあっちこっちへ連れて行ってもらいました。天津の交通量は地元と比にならないくらい

混雑していて、自転車と車の距離もものすごく近くて、結構スリルがあります。まずずっ

と本屋さんに行きました。晴ちゃんと私は好みが一緒なのでおすすめを教えてくれました。

そのあとはＤＶＤがいっぱい売られているところへ行きました。それからご飯を食べ、カ

ラオケに行きました。受付のフロントにはものすごい人がわんさかしていました。皆待ち

きれないせいか、ぐいぐいと突っ込んでいました。日本のカラオケには無い光景だったの

で驚きました。中国のカラオケには日本の曲がたくさん入っていました。特に昔の歌が多

かったです。 

授業の方では、クラスの外国人の人と一緒にご飯を食べに行くぐらい仲良しになること

ができました。カルチャークラスでは、観光と太極拳を選びました。この二つの授業では

先生の説明がすべて、速い中国語なので大変です。観光の授業では、天津の観光地や、名

物を教えてもらうことが出来ます。なので、その情報をもとにお出かけをすることができ

ました。 

10月はいろんなところへ出かけました。大型連休の時は中国人のお友達の家へ泊りに行

ったりもしました。 
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この留学でまさか中国人の日常生活まで体験できるとは思ってもいなかったので、素晴

らしい友達を持ったと思いました。お家の中はとってもきれいで、外観とはかなりの差が

ありました。晩御飯はおかずがいっぱいあって、とても美味しかったです。そこに、外へ

食べに行ったらいつも頼んでいたたまごとトマトの料理が出てきて、そこで初めてその料

理が家庭料理だったことを知りました。晩御飯の後はアルバムを見せてもらったり、手作

りのアクセサリーを見せてもらったりしたりしてくつろいでいました。 

そのあと、人生で初めてのチャイナドレスを着せてもらいました。夜になって晴ちゃん

のお母さんのお勧めでイタリア風景街というところへいつもの自転車の二人乗りで行きま

した。そこはとても景色がきれいでした。 

次の日は、古文化街へ連れていってもらいました。連休のせいもあって、かなりの人が

ごった煮になっていました。いろんな骨董品が売っていました。バスツアーのガイドさん

もたくさんいて、皆大きな声で説明をしていました。 

10月の 18日には、留学生の遠足がありました。そこで私たちは北京にある有名な香山（シ

ャンシャン）という山に行きました。香山の頂上へ行くにはかなり大変でした。気力と体

力がぎりぎりでした。途中まではるんるんと外国人のクラスメイトの人達とたくさん写真

を撮っていましたが、途中からはそんな余裕も無くなり、ひたすら登っていました。 

頂上からは万里の長城を見ることが出来ました。 

あと、天津の眼という有名な観覧車にも行きました。ロンドンアイをそのまま真似した、

中国の大胆さには本当に驚かされます。天気も良かったせいか、夜景はとてもきれいでし

た。観覧車のゴンドラの一つ一つが大きくて、まさかの熟年夫婦との相席でした。でも、

その夫婦の方達はとても優しくていい人たちでした。 

10月末にはクラスでハロウィーンパーティをやりました。10月はとても内容の濃い月で

した。 

11 月に入って、初めて中国の地下鉄に乗りまし

た。自分が思っていたよりホームや電車内がとて

もキレイですこし驚きました。電車に乗ってイオ

ンに行きました。イオンの中には日本の製品がた

くさん並んでいました。 

数日後には中国の新幹線に乗り、初めて北京へ

行きました。北京の地下鉄の人の量はものすごか

ったです。帰りの新幹線の中はガラガラでした。 

天津駅に着いてタクシーを拾おうとしたら、やたら料金を高く言ってくる人や、日本人

は乗せないという運転手がいて、なかなか拾えず少し大変な目に遭いました。日本人を良

く思わない人が中には居るということを２か月経ってすっかり忘れていましたが、改めて

気を引き締めなきゃと思いました。 

水道水は普段からすこし黄色いですが、11月の後半に一度ものすごく水が茶色くなりま
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した。前にも一度茶色になるときがありましたが、慣れることはできませんでした。あま

りの衝撃だったので、思わず写真を撮ってしまいました。 

天津の 12月は、また特別寒くて、外にいるのがものすごく辛かったです。足と手の指が

今にもちぎれてしまうのではないかと思ったぐらいです。中国の冬はダウンと帽子と手袋

とブーツが必須だと思いました。 

古文化街で初めて天津名物の耳朵眼儿的炸糕を食べました。揚げたてと書いてあったけ

ど、外が寒すぎて完全に冷え切ってしまっていました。ものすごく油濃かったけど、結構

おいしかったです。 

12 月の中旬に大量の雪が降りました。あたりが真っ白になってしまいました。学校内の

湖や近くの川は全部凍ってしまいました。日本に居る時はまあなんとかなる寒さだろうと

思っていたけど、実際に中国にいると、全然なんとかなる寒さじゃなくて、かなり辛かっ

たです。 

12月後半には、クラスの皆と、先生と一緒に火鍋を食べに行きました。先生同士とても

仲がよくてまるで姉妹でした。みていてとても和みました。二日後には天津タワーに上り

ました。学生証を見せたら半額で上ることが出来ました。天津タワーからは南開大学や、

天津の眼、水上公園などたくさん見渡すことができました。 

クリスマスイブに外へ出かけたら人の量がものすごかったです。あるとこでは交通規制

まで行っているところもありました。自分の中で、中国ではクリスマスはあまり盛大に祝

うことはないだろうと思っていましたが、結構町ごとにぎわっていたので驚きました。 

ファイナルテストが終わった日に、いつも自分が授業を受けている校舎で、貼り紙があ

りました。そこには成績優秀者の名前と、皆勤者の名前が書いてありました。驚いたこと

にそこには自分の名前がありました。授業は毎日休まず出席していたので、皆勤というこ

とは知っていましたが、まさか初級１班の成績優秀者にまで自分が入っているとは自分で

思っていなかったので、とっても嬉しかったです。そこには友達の名前も書いてあったの

で二人でぴょんぴょん飛び跳ねて喜びました。 

休まず通ったかいがあったとおもいました。自分のクラスの李先生に、ファイナルテス

トで書いた先生への手紙が、一番良かったと褒められてさらに嬉しかったです。写真まで

撮ったと言われた時は驚きました。 

次の日の 28 日に終業式が行われました。終業式ではクラスごと出し物をやりました。踊

りをやるクラス、歌を歌うクラスなどたくさんあって、とても面白かったです。私たちの

クラスは歌を歌いました。「我的中文不好」というユニークな歌を歌いました。 

式の後は、いろんな人と写真を撮りました皆良い人ばかりで別れをするときはとても寂

しく思いました。 

この留学では楽しいことばかりではなく、辛くて大変なこともたくさんありました。で

も、その辛い経験も自分の人生の大きな糧になったと思います。 
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中期特別留学報告書 

～中国での５ヶ月間を振り返る～ 

 

      南開大学  16F1012 黒山 綾乃 

 

短期留学中の授業は最初のクラス分けのテストの出来が悪かったのでついていけるか心

配でしたが、ノートには日本語をあえて書かず、先生がとてもわかりやすく授業してくだ

さったので慣れない中国語だけしか話さない授業も日々の上達が楽しみでした。この頃の

生活面は、タクシーで行き先を言うことには慣れましたが、運転手の人に話しかけられた

ときは天津弁を使っていることが多く聞き取りづらいので単語で返すことしかできなくて

悔しかったす。大学内でたまたま出会った中国人と友達になり、その人は日本語を勉強し

ていて日本人と話しているように流暢で日系企業に勤めているので、今でもお互い中国語

や日本語、文化を教えあったりしています。 

短期留学期間が終わって特別留学になり、クラス分けの面接とテストを受けた結果、初

級２のクラスで名学生が 2人同じクラスでした。最初は緊張もあり、日本人は奥手なので

ほかの外国人と打ち解けるのに時間がかかりました。授業の先生も毎日違ってみんなは頷

いたり笑ったりしているときに私は理解できないことが時々あって焦りを感じました。 

9月中旬から反日デモの影響で外出できなくて、その後もデモの影響でタクシーの乗車拒

否が続きました。その間買い物に行けないので食事に困りデリバリーをよくとりました。

電話をかけて自分の中国語で通じるか不安でしたが相手の言っていることも分かって嬉し

かったです。デモが治まってからも外で何人？と聞かれたときは日本人と言うのをためら

いました。バスに乗るときも怖くて日本語を小声でしか話せないので、周りの中国人が何

を話しているのか耳を傾けるようにしていました。 

10 月の初めに 1回目の大きなテストがありました。2日間かけて口語と筆記のテストが

行われましたが、テストの環境は日本とは違っていて緊張しました。 

10月中旬に授業の一環として北京にある香山という山に行きました。私の班員はとても

仲がよかったので、移動中のバスの中はとても賑やかで到着してすぐ集合写真を撮りまし

た。 

高校の部活を引退して１年半も経っていたので永遠に続く階段と坂道の繰り返しは本当

に辛くて、次の日激しい筋肉痛になりました。でも、頂上で見た景色はとても綺麗でした。 
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10月下旬、クラス替えがありました。前のクラスで一緒だった人は 1人だけで、日本人は

いましたが知らない人ばかりでほとんど話しかけることができませんでした。 

生活面は、原因不明の痒みと湿疹がひどくなり自分の手には負えなくなったので保険会

社の人と病院へ行きました。採血をして薬をもらいましたが、海鮮類と刺激物の飲食は禁

止と言われました。免疫力の低下と空気や水などの衛生面が関係していたようですが、薬

を服用してからだんだん症状はよくなったので安心しました。でも、風邪をひいて風邪薬

と湿疹の薬を同時に服用できなかったのでずいぶん長引きました。 

11月の初めは誕生日を友達に祝ってもらいました。外国人の友達も私の誕生日を覚えて

いたみたいで一緒に夜ご飯を食べに行った時にお店の人が JAZZギターでバースデーソング

を歌ってくれました。日本で誕生日を迎えられないことを留学に行く前は少し残念に思っ

ていましたが、今ではとても思い出に残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、気候の大きな変化と乾燥からなのか湿疹の状態がまた悪くなってきたので保険

会社の人と病院へ行きました。２回目は結構長い時間待たされて、診察してもらって薬の

量が前回の倍になり、1種類増えました。その後は順調に良くなって、辛い物を食べない限

り湿疹が出ることはなくなりました。飲みづらい薬ばかりで眠気を引き起こす成分も入っ

ていたので本当に辛かったです。 

テストの前に観光をいっぱいしようと思い、天津の眼という乗車料 70元の観覧車に乗り

ました。地図に写真が載っているだけあって夜景は素晴らしかったです。 

ほかにも、新幹線で北京へ行って、地下鉄に乗り換えて外国人観光客が必ず行く秀水街と

いう場所に行きました。秀水街はデパートのような雰囲気でお土産はもちろん、服や靴、

偽ブランド品などが売っています。そこの中国人店員は英語と若干変な日本語で呼び込み

をしていました。中国は値切るのが当たり前の文化なので、ここで店員とたくさん会話を

して自分の買いたい値段で交渉するのに必死で帰る頃には頭が痛くなりました。でも普段

喋らないくらいの勢いで会話できたので今思うと 1ヶ月経つごとに書いていた報告書の内

容にもどんどん成長する自分の姿がありました。 
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11月末にテストが 2日間ありました。今回は筆記、リスニング、3分間スピーチ全てで、

出題内容にミスが何箇所かあったようです。3分間スピーチは、自分で内容を考えて授業で

習った単語や文法を使って３班合同でみんなの前で発表するというものでした。1人１つ必

ず質問をして、自分も質問に答えなければならずその回答も成績に含まれるので終始緊張

で震えがおさまりませんでした。中にはパワーポイントを使って説明している人や、紙を

見ずたくさんの単語や文法でスピーチしている人がいて、私は人前で話すのが苦手なので

とても尊敬しました。 

12月にまた北京に行きました。2回目は名所を中心に天安門広場、故宮博物館、王府井

と秀水街に行きました。高校 3年生の時に天安門広場と故宮博物館に行ったので、すごく

久しぶりな感じがしました。 

 
授業のクラスはクラス替えをしてからみんなの出席率が悪くなり、風邪が流行っていた

のでほぼ毎日 2クラス合同で先生が 2人で授業をする日が多かったです。 

クリスマスが近づいて、クラスメイトのイギリス人が高層ビルの最上階にある国際学校で

中国人の子供に英語を教える仕事をしていると聞き、見学に行きました。私は英語が本当

に苦手なのでほとんど聞き取れず、そこで英語を学んでいる小学生にもなっていない小さ

い子供から中学生くらいの子まで年齢は様々だけど母国語以外で小さい時からこんなに流

暢に喋れる生徒を見てとても心を動かされました。 

特別留学卒業がかかった大きなテストはリスニング、筆記、4分間スピーチでした。今回

の 4分間スピーチはテスト範囲の教科書の内容に合った内容を考えなくてはいけなかった

ので今までにないくらい悩みました。 
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次の日は終業式で、私の級の人はみんなで歌を歌いました。今日でみんなと会えるのも

最後なんだと思ったら本当に寂しくて悲しくて帰りたくない気持ちがどんどん大きくなり

ました。式の後 1人 1人と写真を撮って自分が明日帰国すると告げると、また戻ってきて

ね！日本でも頑張れ！！と背中を押してくれました。中には母国のお守りだと言ってブレ

スレットをつけてくれる人もいて涙が出そうになりました。 

 

帰国の日、前日から降り続いていた大雪の影響で延期にならないか心配でしたが予定時

刻より遅れて無事日本に帰ってくることができました。時間が遅かったので私たちを迎え

に来てくれた家族や友達しかいなくて、みんな涙の感動の再会をしていました。 

この 5ヶ月間でたくさん得たものがありました。そのほとんどが日本では経験できない

ことばかりで、ただ中国語を身につけるだけではなく自立することも勉強できました。も

ちろん、どうすることもできないくらい悩んだり苦しんだこともありましたがそれ以上に

楽しいことや嬉しいこともありました。私にとってこの留学はこれからの人生に大きな影

響があると思います。中国で出会えた友達にまた会いたいと思っています。 
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中期特別留学報告書 

～天津留学～ 

 

南開大学  16F1013  桑山 友奈 

 

8 月 4 日、私は人生で初めての留学に行きました。中国に行くのも海外に行くのも初めて

でうきうきした気持ちで飛行機に乗りました。でも、長時間の移動の疲れや不安な気持ち

で、天津に着くころにはヘトヘトでした。そして何も考える余裕もなく私の留学生活が始

まりました。 

8 月の生活面ではまず、部屋のことで悩まされました。寮は２人部屋でしたが私は初め

１人でした。慣れない生活が不安だったので正直、友達と一緒がよかったですが仕方ない

ことなので気にしないようにしました。初めの２週間は隣にいた友達の部屋で生活しさみ

しさと不安さを和らげていましたが、３人で生活するのに慣れると窮屈でストレスになる

と感じ、それからは自分の部屋で生活しました。留学では外国人と一緒の部屋が良いと言

われていましたが、私は正直嫌だったので、くだらないことですが随分悩みました。 

8 月の終わりころに一日だけ韓国人の方がルームメイトとして私の部屋に入ってきまし

た。たった１日でしたが、とても優しい方ですごくよくしてもらいました。私にとって初

めてのルームメイトだったので外国人と生活するのも悪くないと前向きになれました。 

 

 

学習面は、難しくて毎日落ち込んでいました。短期留学のクラス分けテストでいい点を

取ってしまい難しいクラスになったのが原因です。先生の言っていることは聞き取れては

いたのですが、理解には時間がかかり苦しかったです。それに、先生からクラス分けテス

トの点数が一番良かったと聞かされて余計プレッシャーを感じ、出来ない自分に嫌気がさ

してとっても落ち込みました。でも、頑張ることができたのは同じ状況で一緒に勉強をす

る子がいたからです。 

慣れない生活、食事、勉強。何もかもが初めてだらけでいろいろ悩んだり落ち込んだり

しましたが、８月は私にとってとても濃い月になりました。 
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９月に入り後の４ヵ月間一緒に過ごすルームメイトが入ってきました。その人も韓国人

でした。前の人に比べ人見知りの激しい子だったので仲良くなるのにはとても時間がかか

りました。その上文化の違いと生活習慣の違いでお互いイライラもして喋らないことが多

かったです。でも一緒に出掛けたり、ご飯を食べたりしました。いろいろ壁はあったけど、

今考えると４ヵ月も外国人と暮らして、予定合わせて出掛けたりご飯を食べたりしていた

こは、今までにない、これからもない思い出です。貴重な体験をさせてくれたルールメイ

トには本当に感謝しているし出会えて本当に良かったです。一緒に見た天津の景色は忘れ

ません。 

 

９月になり、中期留学も始まり新しい出会いがたくさんありました。まずクラス分けの

テストで自分の実力を確かめてみました。結果は合格だったみたいですが、私はちゃんと

理解して答えた問題がなかったし、１つ下のクラスの方が、私らしい生活ができると思っ

て私はクラスを下げました。普通は留学では見栄を張って、何事も挑戦しなきゃいけない

とは思っていましたが、短期の授業のころの自分を考えると見栄を張っても私は成長どこ

ろか留学を無駄にしてしまう気がして諦める形になりました。でもこの選択は私にとって

は正解だと、留学が終わった今はそう思います。 

クラスのみんな仲良くて、韓国人の友達とランチに行ったり買い物したり、いろいろな

素敵な思い出をたくさん作ることができたからです。勉強をしに行っているから、もちろ

ん勉強も大切ですが、授業ではできない会話やコミュニケーションをすることも留学の特

徴だと思うので、出来るときには交流をすることを心がけました。そのおかげで、日本に

帰ってからも連絡をとれる友達ができました。 
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勉強はどんどん難しくなって大変でしたが、明るいクラスと優しい先生だったのでいつ

も楽しかったし、テスト前も日本人同士ではなく仲のいい韓国人の友達と勉強会を開いた

りして、留学らしい学習ができたのでとても楽しく学ぶことができました。 

１０月には連休がありました。せっかくの連休はどこか出掛けたかったのですが、反日デ

モが酷くて遠いいところには出掛けることができませんでした。天津は比較的安全だと言

われていましたが、空気はとってもピリピリしているように感じました。大変な時に留学

に来てしまったという感情と、貴重な体験ができてよかったという複雑な気持ちを味わい

日中関係により興味を持ちました。 

１０月の月末にはパソコンが急に壊れました。私はスマートフォンじゃないので家族と

の連絡手段がなくなり、ihpot touch を買い、ルームメイトが飛ばしてくれていた WiFi で

連絡をとるようになりました。私は名古屋学院の連絡回す代表だったので先生にデーター

を送るなど、パソコンが必要な時があったので本当に不便しました。でも近くの友達が貸

してくれたので助かりました。一人だったら何もできなかったので集団で留学して本当に

よかったなと一番思った月でした。 

１１月に入り、学校にも生活にも慣れて１日がとても早く終わるように感じてきました。

なので、１１月はあっという間でした。１０月に行きたかった北京にも、天津のイオンに

も行けたので、とても充実した日々を過ごしました。 

ラスト一か月になり、一日一日を大切にするようになりました。勉強も一番難しい時期で

したし、外国人との交流もあと少ししかできない状況になって、焦りや寂しさでいっぱい

でした。 

反日デモのせいで１０月に予定されていた、名古屋学院生と中国人との交流が１２月に

なって実行されました。最初に予定され日も、インタビューする相手も変わりましたが、

みんな頑張って質問を考えました。来年は生徒たちが戸惑わないようにデモがないこと、

急な変更がないようにしてくれたらいいなと思いました。 

テストや卒業式の出し物、いろいろと全力でやりました。２回目の北京やクラスでやるク

リスマスパーティーも外国人だらけで印象的でした。 
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この５か月は意味が分からないことと初めてのことだらけでしたが、今までの自分では

耐える事ができなかった事も耐えて、楽しむことができるようになりました。 

何より、病気にならずに帰れたことがよかったです。中国の食べ物が合うのか一度も当た

らずに健康に過ごせたのは家族にも褒められました。 

特別留学に参加できて本当に良かったです。これから、この５か月で得たことを活かし無

駄にしないようたくさん努力していきたいです。 
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中期特別留学報告書 

「5ヶ月間の留学生活」 

 

               南開大学  16F1017 實安 笑里 

 

8月 4日から 12 月 29 日の約 5ヶ月間中国南開大学へ留学しました。私は大学へ入学して

から中国語を学び始めたので、この留学は中国語を少しでもレベルアップできる良い機会

だと思い、また留学は誰もが経験できることではないので今回留学することを決めました。

出発日に近づくにつれ私は留学をするのが初めてで、また海外旅行の経験もほとんどなか

ったため、不安は大きかったです。そのうえ中国語をほとんど話せない状態だったので、

それがなにより心配でした。特に出発する前日や当日は、留学するのが不安な気持ちでい

っぱいでした。私の不安そうな顔を見た家族は「大丈夫、大丈夫。」と何度も言葉をかけて

くれ、私の不安を和らげてくれました。そのとき家族からの言葉を聞いてこれから二度と

できない経験かもしれないのでおもいっきり満喫しようって思えました。そして何より留

学に参加させてくれた両親に感謝しました。出発日が翌日にせまったこの日はほとんど眠

れませんでした。出発当日を迎えこの日は空港まで家族が見送りをしてくれました。家族

は私に様々な言葉をかけてくれ後押しをしてくれました。留学初日は現地へ到着したのが

遅かったため、寮でその日は過ごしました。そしてその日の夕食に初めて現地の中国料理

を食べました。食べた料理はどれも美味しく、とても日本人の口に合うなと思いました。 

まず留学先での勉強、授業についてです。語学力を上げるためには「聞く」、「話す」、「書

く」とい 3つのキーワードが大切だと思っていたので、これらを意識して勉強にのぞむよ

うにしました。特に私は中国語の聞き取りが苦手だったのでリスニング力を少しでも向上

させたいという目標を立てていました。そして１つ心がけていたことは何事にも積極的に

取り組むということです。これは当たり前のことかもしれませんが、いつもは消極的にな

ってしまう自分がいたので、この留学期間は積極的になろうと意識しました。そして、8月

は約 20日間の短期期間として授業をうけました。この期間の授業は同じ大学の学生のみだ

ったので、特に不安はなく日本にいるような感覚で授業を受けられました。授業はもちろ

んすべて中国語なので、わからないところがあれば、お互い教え合いをして授業にのぞん

でいました。私たちの中国人の先生はとてもフレンドリーでわかりやすい授業をしてくれ

ました。9月からは本格的に授業が始まり、様々な国の留学生と共に授業を受けました。最

初の頃は同じ大学の学生が 1人だったため、少し心細い部分がありました。留学生は年齢

もバラバラで特に年上の人が多く、社会人の方もいたので不安な気持ちはありましたが、

その時は楽しみな気持ちの方が強かったです。ですが、同じクラスの留学生は全員が、私

と同じく中国語を始めたばかりだったため、授業は英語を交えながらやっていました。そ

のため最初の頃はクラスメイトと話すときは、自然と英語になってしまうことが多かった

ので、私は少し戸惑いました。相手が英語で話しかけてくれても私が理解できない時や、
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自分の言葉が伝わらないことも多々あったため、中々うまく会話が成り立ちませんでした。

そういう時はジェスチャーを交えながら、なんとか伝えられるように努力しました。日が

経つにつれ徐々にクラスメイトと打ち解けることができました。授業はやはり様々な国の

留学生がいるので、日本で受ける授業の雰囲気、風景とは全く異なりとても新鮮でした。

とにかく明るく、みんなとてもフレンドリーなので自然と自分もその雰囲気に馴染め、ほ

んとに毎日がとても楽しい授業でした。1ヶ月も過ぎると中国語で会話することが当たり前

になり、自然と共通言語が中国語になりました。中国語で会話できることが本当に嬉しか

ったです。授業後はよく彼らと一緒にご飯を食べに行き、また卓球などをして交流を深め

ました。彼らと過ごしていると気分が明るくなり、笑顔が絶えませんでした。そしてまた

彼らがいることによってお互いが刺激になりました。相手の努力している姿をみると、自

分も負けてられない、もっと彼らのように努力しようという気持ちになれました。中国語

学力を向上させようという気持ちもより一層高まりました。10月には留学生全員が参加し

て北京の香山へ登山をしに行きました。登山の道のりは予想以上に険しく大変でしたが、

お互い励ましあい、クラス全員で頂上へたどり着くことができたとき、私は今まで以上に

彼らとの絆を深められたと感じました。 

試験は 3週間に１回定期的に行われ、そのため私は毎日の予習、復習を大切にしました。

授業も半日のみの日が多かったので、毎日時間を決めて必ず勉強するようにしました。宿

題も毎日あったので必ず提出しました。中国語の授業以外に中国の観光、旅行、また中国

料理についても学びました。中国の観光の授業は名所や名物について学び、この授業では

新しい発見がたくさんありました。中国には自分が知らない素晴らしい場所がたくさんあ

ることに気づきました。是非機会があれば中国へ旅行に行き、自分の目で見てみたいです。

そしていろんな人に紹介し、中国の素晴らしいところを知ってもらえたら嬉しいです。中

国料理の授業では実際に厨房に立って料理を学びました。中国でないとできない体験なの

で、貴重な体験ができたことを嬉しく思います。 

次に生活面についてです。急に生活環境ががらりと変わったため、初めの 1ヶ月は中国

での生活に慣れませんでした。そのため体調を崩すことが頻繁にありました。特に食事面

は気をつけるようにしました。例えば、日本では水道から出る水は当たり前のように口に

することができますが、中国では口にすると体を壊すことがあります。このように食生活  

1つをとっても私たちの当たり前は当たり前ではなく、日本は安全な恵まれた国であるこ

ともまた実感しました。また中国の物価の安さには驚きました。日本の飲食店も比較的価

格が安かったため私もよく友人と利用し、また現地の中国人にも人気がありいつも賑わっ

ていました。中国には美味しい料理がたくさんあったので、毎日の食事がとても楽しみで

した。授業がない日や週末は友人と買い物や部屋で中国のドラマや番組を見て、中国語を

勉強して過ごしました。11 月や 12月は北京へ行き買い物や観光をしました。また中国人の

友人との交流も大切にしました。私の友人はたまたま日本語を学んでいたので、一緒に勉

強するときはお互いの言語を教え合いました。中国人と会話をしていると、話し方や発音
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も自然に頭に入ってくるので、とても良い勉強になりました。一緒に食事をしたりするこ

とも多く、また買い物へ行ったりといろんな交流ができたのでとても良かったです。本当

に貴重な時間になりました。クラスメイトともよく食事に行ったり、みんなでパーテイー

を開いたりするなどして交流していました。ゲームやダンスをして、みんな打ち解け合い、

本当に楽しい時間を過ごせました。留学をしないとできない経験だと思うので、このよう

な国際交流ができて良かったです。楽しい時間もたくさんありましたが、9月には尖閣諸島

問題があり、中国各地でデモが起こることもありました。現地のニュースでは毎日のよう

にこの問題が取り上げられていましたが、実際に現地にいる私たちは、報道によるデモの

様子ははっきりわからず、日本では、毎日のように悲惨なデモの映像が放送されていたと

聞かさせ、現状がわからない分とても不安でした。そのためこの期間はできるだけ外出を

控え、外出するときはなるべく日本語を話さないように気をつけました。また実際デモを

しているところ見たときや日本を批判する看板を見たときは本当に恐怖でした。10月ごろ

になると報道としてはこの問題も徐々におさまってきましたが、まだ現地の人は尖閣諸島

問題などで、日本人に対する想いはあまり良いものではなく、これからもこの問題につい

てはいろいろ考えていかなければならないなと実感しました。 

留学期間で学んだことは今後の生活の中で必ず生かされると思います。また日本にいる

ときに感じていた中国の印象と、中国で生活して感じた印象は全く異なりました。実際に

現地で生活してみないとわからない所がたくさんあることに気づかされました。一番印象

に残ったことは日中問題等関係なく、国の垣根を越えて中国人の温かさを感じられたこと

です。約 5ヶ月間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。日本

に帰りたいなと思う時もあったけれど、今では中国に留学できたことを誇りに思います。

そして参加できて本当に良かったです。たくさんの素晴らしい留学生や中国の先生、友人

に出会えたことに感謝したいです。特に同じクラスの留学生とは一緒に過ごしていた時間

が多かったため、別れる時はとても辛く寂しかったけれど、本当に彼らと中国語を一緒に

学べたこと、大切な仲間に出会えたことを幸せに思います。この 5ヶ月間彼らと過ごした

時間は一生忘れられません。本当に留学に参加できて良かったです。いろんな面で協力し

てくれた家族に一番感謝したいです。今後機会があれば是非留学に参加したいです。 
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中期特別留学報告書 

～中国留学～ 

 

南開大学  16F1019 杉浦 里佳 

 

 中国に着いて、まず日本に比べて空気が汚くて臭いと感じた。空港から大学までバス

で移動しているときに外を見ていて、交通がとても悪いと感じた。 

初めの１週間くらいは環境や文化などの違いに慣れなくて、風邪をひいて熱が出たり、

食べ物が合わなくて何を食べてもお腹が下って薬を飲んでという生活の繰り返しで、潔癖

症のわたしには本当に辛くて、すぐにホームシックになった。更に、最初は中国人の対応

に慣れなくて、自分の中で中国人は怖くて冷たいというイメージが出来てしまって、留学

に来ているのに中国人に関わりたくないと思った。でも、聞き取れないことをジェスチャ

ーしてくれたり、字を書いて教えてくれる人もいたり、２度行ったお店では顔を覚えてい

てくれたりしてすごく嬉しかった。また、中国の物価は安くて買い物をするのも楽しくな

って、休みの日はちょっと遠出をしたり、動物園に行ったりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、生活をしていて水道水を飲めないことが１番不便だと思った。カップラーメンを

食べるにも、歯を磨くのにも全部水を買っていたから、水の消費量がすごく多かった。 

短期の授業は、中国人の先生で日本語が通じないのについていけるのか不安だった。最

初は単語も全然知らなくて聞き取れないことばっかりだったたけど、授業もわかりやすく

て、授業内容をゲーム感覚でやるものとかいろいろな方法で勉強をして、すごく楽しかっ

た。外国人との交流会では、自分の中国語が通じるかどうかの不安と緊張があったけど、

韓国人の子がすごくフレンドリーで話しやすくて、お互い片言だったけど、通じたときが

すごく嬉しくて、もっと勉強して話せるようになりたいと思った。韓国人の子たちとは一

緒に買い物にも行った。 

9月に入ってもまだまだ全然聞き取れないことの方が多かったけど、中国に来てすぐより

はよくなってきて、出かけることが増えていった。お店の人に値切ってもらうのが楽しか
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った。 

 9月に入っていよいよ外国人と一緒の授業が始まった。最初は外国人と会話ができるの

かどうか、本当に不安でいっぱいだった。初めのうちは全然話すことが出来なかったけど、

だんだん挨拶とかをするようになっていった。でも、日本人以外の外国人はみんな英語を

話すことが出来て、みんな英語で会話をしていたから、すごくアウェーだった。先生も最

初は英語で授業をしていて、日本で習っていたところだったからまだ理解できたけど、習

っていなかったところだったらきっとわからなかったと思う。授業が始まって最初の頃は、

英語がわからなくてすごく悩んだけど、英語も大切なんだと感じた。 

だんだん仲の良い友達も出来て、授業が終わってから一緒にごはんを食べにいったりもす

るようになった。片言の中国語と英語をちょっと混ぜて喋っている感じだったけど、通じ

あったときの嬉しさがあってすごく楽しかった。 

10 月があったから、その間には、仲良くなった中国人にその人の大学の周りに連れていっ

てもらって、紹介してもらった。中国に来て初めて、羊のしゃぶしゃぶ、すいか、ワンタ

ンなどを食べた。羊のしゃぶしゃぶは臭みも全然なかったし、どれもすごくおいしくて、

なにより安かった。あとは、友達と天津の観光名所にも含まれている天津古文化街と南市

食品街にも行った。中国を出かけていると日本と違うところがあって驚くことが多かった。

天津古文化街に行ったときには仮想？しているような人と写真を撮ったら、撮った後にお

金を要求されたし、天津之眼という巨大観覧車にも乗ったときには、観覧車で相席をした。

日常生活のことでいうと、中国人はよく道路で唾をはいているけど、それはやっぱり日本

では見慣れないし、汚いから驚く。あと、飲食店に入るときに、ほぼみんな飲みものはも

ちろん食べ物でも持ち込みをしていることも驚く。 

遠足で北京の香山に行った。朝 6 時に出発だったからすごく辛かったし、ずっと登って

いたから本当に疲れた。でも、帰りのリフトからの景色が本当にきれいだった。 

 

 あとは、10 月になってから、学校内の西南村によく行くようになった。日本にいると

きに映画で見て食べたかったものがあって、食べることができて嬉しかった。可愛い雑貨

屋も見つけた。あとは市場で野菜や果物を買うようになった。同じ場所で毎回買っていた

ら、店の人が顔を覚えてくれて「こないだも来たね」と言われると嬉しかった。 
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 11 月になって、だんだんだんだん寒くってきて、朝起きるのとか、出かけるのが辛く

なってきた。わたしは、4日間中 3日間午前中の授業だったから本当に朝起きるのがなによ

りも大変だった。 

 遠足で香山に行って以来、2回目の北京に行った。初めて、日本でいう新幹線というもの

に乗った。さすが中国というか駅がとにかく無駄に広かった。それから、天津から北京ま

で約 30 分で行けるのは近いなと感じた。近いからかもしれないけど、片道 55 元で行ける

のは日本に比べて安いなと思った。あと、驚いたのは切符を買うのにパスポートがいるこ

と、荷物検査と身体検査をすること。地下鉄でも荷物検査をするところがあって、すごく

細かいというか、厳重だなと思った。行ったお店は、本当に値切って買うっていう感じで

お店の人との駆け引きが楽しかった。 

 12 月 1 日 2 日で、友達と北京に一泊旅行に行った。天安门と天壇と奥林匹克公园に行っ

た。1 番困ったのは、ホテルを電話で予約したときには、「日本語を話せる人をカウンター

に置いておきます。」と言われたのに、当日行ったらいなくて、更に、電話で予約した部屋

と違っていたこと。だけど、自分たちでなんとか話したら伝わって、そのときはやっぱり

嬉しかったし、一生懸命伝えることが 1番大切だと思った。また、いい経験にもなった！ 

 

 12 月は 1 日 1 日過ぎていくのが本当に早かった。最後のテストの勉強もあったし、なに

かとばたばたしていて忙しかった。最後のテストは、筆記は全部 9割以上で満足いった。2

日目の先生と会話するようなテストのときも、先生の言っていることはほとんど理解でき

るようになったし、そのときに、先生に「听力の点数が高くて、特によかったよ」と言わ

れて、今までの成果が出た気がして本当に嬉しかった！！！ 

 卒業式には同じクラスの人と shakiraの wakawakaを踊って楽しかった。外国人の子たち

と会うのはこの日が最後だったから、写真を撮ったり、連絡先を交換したりしたけど、せ

っかくいろいろな外国人と友達になれて仲良くなれたのに寂しかった。 

 最初に中国に来たときは本当に 5 か月もやっていけるのか不安で仕方なくて、本当に早

く帰りたかったし、留学中は本当にいろいろなことがあったけど、無事帰国できてよかっ

たと思う。5か月通して考えてみると早かったなとも感じるし、1つ１つ思い出してみると

長かったなとも感じる。でも、留学に来たことは本当によかったと思う！まだまだ全然聞
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き取れないし、喋ることもできないけど、でも日本にいるよりも毎日中国語に触れていた

し、わたしにとってはまた新たな目標ができたいいきっかけにもなった。帰国して、中国

にいたときよりも中国語を全然使わなくなっちゃうけど、しっかり勉強してこの留学が無

駄にならないようにしていきたい。 
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中期特別留学報告書 

中国五カ月レポート 

 

南開大学  16F1020 鈴木 隆弘 

 

中国についてから一番最初に思ったことは、中国では日本で当たり前と思っていたこと

が通用することが中国では通用しないことがありました。北京空港についてからの手続き

で少し戸惑ったことはありましたが、先生が対応してくれたおかげでそのあとはスムーズ

に入国手続きをすることができました。空港からはバスで南開大学まで３時間ほどで着き

ましたが、道がとても混んでいて中国は本当に人口がおおいんだなーとおもいました。僕

たちが住むことろは思っていたよりもきれいで毎日朝に掃除にきてくれたりと、生活に困

ることは特にありませんでした。短期留学では初級クラスに入り日本では習ったことのな

い単語や文法を１日で沢山勉強することができました。なのでこの最初の短期留学中では、

しっかりと毎日勉強することができました。私たちの授業の授業担当の先生はすごく分か

りやすく中国語を勉強することが楽しいと感じることができました。短期留学が終わって

からは友達と天津を観光したり最初の１か月はとても充実することができました。 

日常の出来事は、短期の間は朝から授業をうけ午後から出かけたり、買い出しに行った

りしています。短期留学の間ではあまり外国人と交流する機会はないけれど、おなじ建物

で授業をしているので、休み時間に教室の前にいつだけで声をかけてくれる人もいました。

また授業では短期で一回だけ外国人の留学生と交流する機会があり、自己紹介くらいの会

話をすることはできました。短期留学中の授業内容はもちろん日本語を使うことはなく、

発音や文法、グループや二人組をつくった会話の発表をしました。最初はほんとに何を言

っているかわからないけど短期の二週間の間のうちにも先生の言っていることがわかるよ

うになってきているなっということが実感できました。 

特別留学の初級一クラスになりました。最初は短期の授業の発音の復習からはいりまし

た。クラスには大きいクラスに２０人くらいの人がいて、Aクラス、Bクラスに分かれる小

クラスでは１０人くらいになります。クラスにいる外国の人のほとんどが自分よりも聞き

取ることができていて、書くことができない人が多い。授業には遅れてくる人も多いけど、

みんな積極的に勉強しようとしているので雰囲気はとてもいいです。授業で感じたことは

聞き取ることができないので、友達をはやく作って沢山コミュニーケーションをとって会

話をできるようにしたほうがいいと思いました。反省点は、もっと最初からクラスの人に

話しかけていけたらいいと思います。リスニングの小テストのできは良かったのでこのま

ま続けていきたいと思います。 

生活面では、反日デモがあって外に出られないことが一週間くらい続いて窮屈な生活が 

続きました。でも学校内は食堂にたべに行ってもデモの様子はなくて、中国人の店員も

親切に対応してくれました食べ物がおいしいものが多く日本と比べたら安いものばかりだ
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けど、屋台や出店ではお腹をこわすので買うときはよく判断してから買うようにするとい

いと思います。留学の期間があと４か月残っているので四か月の間に沢山の人と話をして、

中国語に慣れていきながらそれぞれの国の文化なども教えてもらいたいなっと思います。

９月からは本格的に授業が始まってくると思うので今よりもっと勉強時間をふやして頑張

っていきます。 

１０月に入ってからはデモが激しくなり、外出することが難しくなりタクシーに乗る時

でさえ、日本人であるがために行き先まで乗せてくれないこともありました。実際にデモ

が行われいる期間を中国で過ごして感じたことは、日本のメディアで流れているニュース

に出る映像とは違い、大学内ではデモが行われている雰囲気すら感じることができないく

らいでした。少し生活が制限されしたい事をできなくることがありましたが、これが中国

と日本の現状なんだと感じた。デモが終わってからは初めて北京に観光に行くことができ

天安門、王府井をまわりわからない道を習ったばかりの単語を使いながら友達と北京を楽

しく目的の場所に行くことができました。北京はやはり天津と違い高層ビルが立ち並び、

地下鉄も日本と同じように動いていて不便だな、と感じることはありませんでした。 

もっと北京を知り中国の文化、建物を知りたいと思ったので１１月に一泊二日で北京の

観光名所をまわりました。そこでは北京のニュースでは見ることのできないものをみるこ

とができたほか、万里の長城なの中国の長い歴史のなかで作られてきた世界でも有名な世

界遺産を見ることができました。日本では見ることのできない建物がたくさんあり、とに

かく大きく迫力がある建物には中国の長い歴史を感じることができてとてもいい経験にな

りました。 

１２月に入り気温がとても下がり朝起きて授業にいくのも辛くなることもありましたが、

学校にいけば楽しく中国を離れることが少しずづさみしく感じるようになり、自分から誘

って外に遊びに行くことができるようになりました。またデンソーの中国支店の日本人従

業員との交流があり、中国に進出している工場を自分の目でみて話を聞くこともでき、中

国は経済も発展してきて多くの需要をもっていますが日本の工場と比べると、まだ手作業

の工程が多いように感じました。でも中国人従業員も本当に一生懸命働く姿を見ると、も

っと日本との交流をしていき日本と中国の関係がこれからよくなっていきお互いのいいと

ころを尊重していくべきだと思いました。 

私はこの留学を通して中国の今まで見れなかったことをみて、驚くことも沢山ありまし

たが、ニュースなどでは見ることのできなかったいいところ、理解していかなければいけ

ないことがあると感じました。中国語も自分ではできるようになったとは感じませんでし

たが留学前に聞き取れなかった単語が聞き取れるようになったりしていました。 

しかし、留学をしたことで自分でやらなければいけないことが増えて学力だけではなく、

人間的にも成長することができ、世界の人とかかわることによって、自分の考え方が変わ

ったり広い視点で考えることができるようになったと思います。この留学での経験を生か

していきたいです。 
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中期特別留学報告書 

 

南開大学  16F1022 關 園子 

 

今回私は、学校のプログラムで中国天津に留学に来ました。初めの頃は、慣れない環境

に不安もありましたが、少しずつ慣れていき最後の方には第二の実家のような居心地のい

い場所になっていきました。短期留学期間ではＢ班の授業を受けることになりました。授

業の様子は、先生との会話はもちろん授業中はすべて中国語で行われました。最初は不安

しかなかったのですが、先生はとても優しく友達のように話しかけてくれるので楽しく授

業を受けることができました。 

授業の中には、中国の歴史水墨画、打楽器、習字などを体験することができ、とても貴

重な体験だったと思います。その他に、大学内にいる学生達に実際に話しかけに行き対話

練習なども行いました。これはすごい自分のためになる勉強法だと思いました。優しい人

ばかりだったので、私たちが留学生だとわかると聞き取りやすい口調で話してくれ、まだ

中国語が未熟な私でも聞き取るとこができました。 

寮では、色々な国の人たちが暮らしているので寮のロビーなどで挨拶をしたり、友達に

なったり、お互いの部屋に行ったりなどたくさんな交流を持つことができ、やはり共通語

が中国語なので会話の練習にもなりとても好いと思います。携帯を買ったほうが連絡先を

交換したり便利なのでいいと思います。 

ご飯も最初は日本食が恋しくなると思ったのですが、とてもおいしくメニューが読めな

かったりしても漢字から大体読み取ることができるので失敗はあまりありませんでした。

辞書で漢字を調べてどのような物なのか把握するのも勉強になったと思います。最悪、ど

うしてもわからない場合は、チャレンジしました。 

買い出しなどは近くに家楽福という大きいショッピングモールがあるのでそこでなんで

も揃えることができます。飲み物や食べ物、日常生活用品、ドライヤーなどもそこで買え

るので心配ありませんでした。 

予想以上にカートが大きくてびっくりしました。いろんなものが大規模の置かれている

ので何回行っても飽きることがないので毎回とても楽しくお買い物をしました。 

９月から特留の授業が始まり、クラスは同じ名学の子は２人とスペイン人１人、コロン

ビア人１人、インドネシア人１人、イタリア人２人、韓国人１人、日本人２人、フランス

人１人、ドイツ人１人の合計１１人でした。色々な国の人と交流を持てるとワクワクして

いました。それと同時に少しの不安もありました。なぜならば、少し人見知りがあったの

で仲良くなれるか不安でしたがそんな考えなど必要のないくらいみんなフレンドリーで授

業の時も発言が多く静かな雰囲気ではなくみんなが勉強に対して楽しんでコミュニケーシ

ョンを築き上げながら受けていくというとても恵まれた楽しい環境で取り組めたと思いま

す。 
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授業は大班、小班と２つの形で受ける体制でした。大班は、大きい教室で大人数で一緒

に授業を受け小班は、さきほど言った最初に決められたクラスのメンバー計１１人と共に

受ける形です。毎日担当の先生は違いましたが、偏りがなくみんな丁寧に指導してくれた

ので本当に毎日楽しく授業を受けることができました。途中で反日の問題などあり、正直

学校内とはいえ日本人の私たちに対して不快感を持ってるのではないかという不安があり

学校に行くのが怖いと思った時があったのですが、学校に行くと先生方は心配はいらない、

なにかあったら電話してと電話番号をくれ、クラスメイトの子たちはなにも問題はない、

私たちはあなたが大好きだし嫌うわけがないという言葉をくれ、本当に嬉しく安心感に満

ち溢れ、改めて留学に来てよかったと思えました。 

そして、だんだん反動も収まってきて外にも遊びに行けるようになり、外国の友達と用

ご飯を食べに行く回数が増えたりしてきました。クラスメートの人たちの中で私以外みん

な年上で妹みたいに可愛がってくれました。本当にみんな明るくて親切でよく遊びにも誘

ってくれるし、お互いの部屋に行き来したりたわいもない会話をしたりで毎日本当に楽し

かったです。私が一番仲良くなったのは１人の韓国人です。３つ上のお兄さんなんですが、

韓国の常識では、上下関係が厳しいと聞いていたのですが本当によくしてくれて冗談を言

っても我が儘を言っても怒らず本当のお兄さんのような態様をしてくれて本当に感謝して

います。私の勉強仲間でもありよく、一緒にカフェに行き勉強をしたり晩御飯を食べたり

と楽しい思い出ばかりです。今でも facebookを使ってその韓国人だけではなくクラスメー

トの子と連絡を取り合います。日常や最近の出来事、必ずまた会おうなどの約束、時には

写真の送り合いなど今でもこのような関係を保てれているのはとても嬉しいし、どこにい

ても繋がっていることを実感できて安心します。 

一回学校の行事で北京に登山をしに行きました。山の下にはたくさんの商店街などがズ

ラリと並んでいて帽子屋、肉まんのお店、羊肉串のお店などなど。山はとても景色がきれ

いでした。あれは一回行って見るべきです。行かないとわからないと思います。本当にき

れいでした。その他には個人的に友達と北京に買い物に行きました。とても安く買い物が

でき、友達と満足したねと言いながら仲良く帰ったのを今でもしっかり覚えています。 

中国の冬はとにかく寒かったです。スキニーを履いてたんですけど、意味がなく下にタ

イツやら履いた方がいいと思います。上着はダウンをお勧めします。風が冷たいので風を

通さないダウンはとてもかしこい助かる道具だと思います。現地でもたくさん売っていた

ので現地調達でもいいとおもいますよ。 

最後友達との別れの時は、本当に悲しかったです。今まで本当によくしてもらっていた

のでその分別れが辛かったです。恥ずかしいぐらい泣いたのを覚えています。今まで簡単

に会えていたのがこれからは、遠く離れたところでそれぞれのしなくてはいけない事をこ

なしていき今まで一緒に勉強したりご飯も一緒に食べることもできないと思うと涙が止ま

りませんでした。私にとってかけがえのない友達です。 

今回の留学で目標ができ、より中国語を勉強したい、マスターしたいという意欲がさら
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に増しました。３月に控えている HSK４級のテストが控えているのでとりあえず今はその準

備を行っています。この留学で自分が少しでも成長できたのではないかと思っています。

目標に向かって今私にできることは勉強なので真剣に頑張っていきたいと思います。 
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中期特別留学報告書 

～特別留学～ 

 

南開大学  16F1025 楯 みずき 

 

8月は着いたばかりで環境面にまだ慣れなくて、咳が止まらなくなり、早速風邪をひきま

した。生活面では、日本にいるときとは清潔感がなくそれが一番嫌でした。最初の一週間

は慣れなくて帰りたい一心でした。カルチャーショックが大きく、店員さんが無愛想だっ

たり、道路でクラクション鳴っていてうるさかったりと、とても一日一日が疲れました。 

買い出しもだいぶ買うものが決まってきて、買い物が一番楽しかったです。中国のお菓子

はいろいろ変わったものもありますが、挑戦して美味しかったら何回も買ったりとしてい

ました。いまのところ、オレオのいろいろな味が魅力的です。 

また、まだメニューが読めなくて、直感で頼んでなにが出てくるのかなどと楽しんでい

ました。勉強ではテストの結果上のクラスになりましたが、上のクラスはなかなか難しく

となりに割と中国語がわかる子がいないと、いまいちついていけない状況でした。授業で

は先生は全て中国語で、少し何を言っているかわからなかったけど、先生が少しでもわか

りやすい単語を並べてくれて最後の授業になるにつれてだんだん聞き取りやすくはなって

きました。授業内容は日本でやったところを中国語で習うことと、あとはそれを詳しく教

えてもうう内容でした。日本で勉強していたことと多少くい違うこともあり正直わからな

くなりました。毎日単語テストがあり、聞いて書くというテストだったのでとてもために

なりました。先生もとても優しくフレンドリーで、授業の雰囲気はとてもよかったです。

また授業中に外に出て道端の人に話しかけて友達をつくるというのがあり、大胆すぎてび

っくりしましたが、そこで話しかけて友達になった人と一緒にご飯を食べにいったり、買

い物に連れて行ってもらっていいところを教えてもらったりととてもいい機会でした。 

観光も動物園に行きました。日本とは違い動物との距離が近かったり、動物園の装飾が

無駄に派手だったりと、新鮮で楽しかったです。そして学校企画の博物館ももう少し時間

が欲しいほど楽しむことができました。9月はだいぶ慣れてきて出前なども取るようになっ

たり新しい場所に出かけたりとたくさん挑戦するようになりました。地下鉄に乗った時に

いろいろ挑戦していくといろいろ見つかるということを知り、消極的ではなく積極的に行

くことにしました。月末には連休も始まりたくさん計画を立てて、カラオケいったり、バ

ーに行ったり、といろいろな体験をしました。また 8月とは違い一気に寒くなり、冬服も

たくさん買い始めました。やはり、安心で暖かい服装だとユニクロや、H＆Mなどの日本に

もあるブランドですが、少したかいのであまり高いなどと言ってられないので、大胡同と

いう場所にいって安く値切ったりして、冬物を集めました。しかし、やはり質は悪いので

洗濯すると少しダメになってしまったり、毛玉がいっぱいついてしまってで寮の洗濯機は

本当に駄目で、脱水がすごく早くてもう少し衣服を丁寧に洗って欲しいと毎回思いました。 
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勉強は本格的な授業が始まり、他の国の外人と一緒に勉強するようになりましたが、同じ

クラスの他の国の人々はみんな英語がしゃべれて中国語が喋れなかったので英語で会話し

ていてうまくみんなと付き合えるか不安でした。でも習っていくうちにみんながすごく成

長が早くて、もう同じぐらいになっていてびっくりしました。私も負けられないとおもい

ました。そして授業始まってからのはじめてのテストがあり、クラスで一番の成績を取れ

てとても良かったです。ただ、クラスに友達もいるのでどうしても日本人同士で座ってし

まって、授業中のペアも日本人同士とかなってしまい、そこがいけないと思いました。 

10月は中秋節があったので、古文化街、南市食品街などの天津の有名な観光地に行って

きました。今まで観光はしなかったので、少し騙されたりと、変わった経験ができました。

また中国人の友達に遠くのほうまで連れて行ってもらったりしました。そして、10月は学

校の遠足もあり、クラスのほとんどで北京に行き、香山に登りました。初北京だったので

すごくたのしかったのですが中国の山がとても急だったりと頂上まで登りきるのにとても

苦労しました。ただの山登りではない気がして大変だった記憶しかあまりありません。9月

にくらべて、10月はクラスの仲がますます良くなって、一緒にクラスで参加できる人だけ

で、ご飯食べたり、踊ったりととても楽しめました。勉強面では、だんだん難しくなって

きましたが、先生の英語が減ってきて、中国語の授業になってきて、聴きやすくなりまし

た。しかし、テストも難しくなり、なかなか思うような点数が出せませんでした。まわり

の外国人が成長がとてもはやいので、焦りを感じていました。 

11月は先生に勉強パートナーを作って一緒に勉強しろと言われたので、オーストラリア

人の開心と一緒に午後からの授業のときは 11時から一緒に勉強したり、午前中に授業があ

るときは、授業のあとに開心の家にいって、一緒に勉強したり、たまに、中国人も呼んで

勉強を教えてもらったりしました。また、韓国人と友達と 4人くらいでカフェで一緒に勉

強したりと、他の国の人達と、一緒に勉強する機会が増えました。勉強するだけではなく、

一緒に買い物したり、バトミントンしたり、お話したりしました。そして、中旬には友達

と北京の秀水にいって買い物してきました。天津とは少し違った雰囲気でさすが首都だな

という感じでした。また、値段交渉がとても面白くて、ついついいろいろなものを買って

しまいました。そして、友達をカラオケに行った時に偶然出会った、DENSOの会社の方々と

仲良くなり、ご飯に連れて行ってもらいました。そして、11月 28日に、DENSOの会社を名

古屋学院生ほとんどで工場見学させてもらいとても貴重な体験ができました。また、中国

の気温がとても寒くなってきて、謎の腹痛と吐き気に襲われましたが、何日か安静にして

おいたら治りました。そしてこの頃、これまでにないくらいの日本に帰りたいという気持

ちが大きくなり、なにもやる気が起きなくなりました。 

12月は北京へ旅行泊まりで旅行へ行ってきました。ホテルも自分たちでとったりとだい

ぶ緊張しましたができました。北京は観光地の天壇公園、天安門、故宮、オリンピック公

園へ行きました。天津と違いタクシーもなかなか捕まらなかったり、少し北京の人のほう

が冷たいイメージでした。観光地には、たくさんのお土産ん売る人がいて、しょうじき迷
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惑でした。あと天津より寒く、冬に北部の中国はいかないほうがいいなと思いました。勉

強では、もう数えるだけの授業となってしまって、悲しかったですし、前よりほかの外国

との交流が減ってしまいました。しかし、最後だからというのでクラス会を開いてもらっ

たりと思いで作りはできました。そして、最後のテストでは、夜遅くまで勉強し、最後に

良い結果出すために頑張りました。先生に教科書の音源もらいに行った時に沢山の他の外

国人が先生に質問しにきていたのでとても意欲がわきました。まわりの外国人はとても熱

心だったのでそこもすごく、外国人と一緒に勉強するいい点だとおもいました。 

卒業式では、皆勤賞と優秀生徒に選ばれ、頑張ってきて良かったとおもいました。自分

もとれると思わなくて本当に嬉しかったです！ 

生活面ではだいぶ寒くなり、だらだらとした生活になってしまいましたが、寒くないと

きになるべく外へご飯食べに行ったりとしました。やはり、一番よく行ったのが市場で安

くて美味しいので夜や昼のご飯にしていました。 

そして、5ヶ月間も勉強してきて、思った以上に上達はしなかったけど経験としてはとて

も良い経験ができました。勉強に関しては日本でも続けて行きたいと思いました。 
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中期特別留学報告書 

～～色々あった留学生活～～ 

 

                      南開大学  16F1028 寺本 良平 

 

８月４日、中国天津市南開大学への留学に出発しました。４日の朝、空港に着いた時、

私の頭の中は今から約半年間、仲良くしていた友達に会えなくなってしまう寂しさだけで

いっぱいでした。飛行機に乗ってからも今からでも引き返したいとずっと思っていました。

４日の夕方留学先に着き、この日から私の留学生活がスタートしました。次の日起きた時

にはまだ留学に来た実感がなく平然としていましたが、外から聞こえてくる声が、全く聞

いたことのない言葉で、そこで留学にきているんだという実感がようやく湧きました。そ

こから短期留学期間の１か月は本当に辛く苦労することが多かったです。授業は全く何を

言っているのかわからないし、そんな授業が平日はほぼ丸１日ありました。普段の生活も

何をするのも大変でした。食堂でメニューを頼む時もウエイターを呼ぶにも呼べず、やっ

とのことでウエイターを呼べてもメニューの漢字が読めず、どういうメニューかもわから

ないいまま、ただ指を指して頼む時もありました。どこかへ出かける時も、まだ自分たち

の発音が悪く、せっかく目的地の漢字のピンイン、発音を調べたのに行きたいところが伝

わらず行けなったりもしました。買い物の時でも現地の店の係りの人が何を言っているの

かわからず、戸惑うことが結構あったり、聞き取れないことがあり、もたもたしている間

にレジの後ろが混んでしまったりと最初は本当に中国語に慣れていないせいで色々大変で

した。８月よく感じたことは上記以外には文化の違いです。日本の交通は歩行者が優先で

すが、中国では車が優先なので車が歩行者を見て減速するどころか、クラクションを鳴ら

されてしまいます。私はこの留学が初海外なので、日本以外の文化に触れたことがないの

で異文化に対する違和感が大きかったです。留学中、この交通の異文化には一切慣れるこ

とができませんでした。そのせいで中国では車に何回も引かれかけました。 

留学から１か月経って９月に入ると、ほんの少しですが、中国の環境に慣れてきました。

少しは中国語が理解できるようになり、９月から始まった中期留学で新しく同じクラスに

なった他の国の留学生とも話すようになり、中国語を使う習慣もついてきました。ただ、

９月にはいっても慣れないのが食事と空気と水でした。中国料理を食べるとすぐに腹痛を

起こしていました。中国の料理はとても多くの油を使っているし、その油もかなり古いも

のを使っている時もあるというのを聞きました。そんなに古いのを使っていたらすぐ腹痛

を起こすのも納得できました。あとは個人的な中国の料理に対する偏見だと思います。マ

イナスイメージしか持たずに食べていたのでよく腹痛を起こしていたのだと思いました。

空気に関してはとても汚く、常に視線の先が霞んで見えました。ごくまれに空気のきれい

な日もあり、その時は気分もよかったのですが、普段はひどくかすんでいるので気分もあ

まりよくありませんでした。日本の空気がとてもよかったのだと毎日感じていました。水
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は、留学前から飲んではいけないと聞いていましたが、日本では水道水も頻繁に飲んでい

たので気を抜くとつい、飲んでしまいそうになっていました。水道水を飲んではいけなか

ったので買い物の時はいつも水を買うようにして水をきらさないように注意していました。

水は生活の必需品なので一番気にしていました。洗顔、入浴、歯磨きなども水のせいで若

干の抵抗がありました。入浴にいたっては、シャワーで毎日入っていましたが水のせいな

のか、だんだん髪の毛が傷んでいきました。 

１０月になってだんだん寒くなっていきました。天津は寒いところだと聞いていたけれ

ど、寒くなるのが少し早い気がしました。気候は徐々に寒くなっていき、個人的に外出頻

度を控えるようにしていました。ですが、９月から仲良くなり始めた他の国の留学生とも

遊びに行くことが増えていき寒いおもいをすることが多くありました。毎日中国語に触れ

ていたので１０月にはいってまた中国語がわかるようになっていきました。けれど、学校

の授業の中国語はだんだんと難しくなっていったのでついていくのが少し大変でした。１

０月末で残りの留学期間が１００日を切ってからは毎日を早く感じるようになり、帰国ま

でがあっという間に感じそうだと思っていました。１１月にはいり、帰国まであと２か月

になりました。 

１１月に入ると寒さがいっそう増し本当に寮から出るのがつらくなっていました。ご飯

も毎日のようにデリバリーでとり学校以外はほとんど部屋ですごしていました。厚手の服

を中国に待っていってなかったので学校にいくのも辛かったです。授業の方はさらに難し

くなっていき予復習をしっかりやっていかないと授業の内容がわからないので勉強を頑張

っていました。授業のたびにある単語テストもレベルがあがってきていて点数をとるのが

大変でした。１２月にはいってからは帰国までが本当にあっという間でした。毎日帰国ま

でのカウントダウンをしたりしていて帰国がすごく楽しみになっていました。授業は最後

の単位認定テストがあったため、いつも以上に真剣に取り組み毎日しっかりと勉強してい

ました。この時期までくると毎日気温もいつもマイナスで大学周りの川や池は完全に凍っ

ていました。帰国まで毎日寒さとの戦いでした。 

中国語能力も約半年の留学の終盤になると留学前に比べて格段に上がったと自分では思

います。外出先での中国人の話すことがだいたい理解できるようになっていたり、自分の

話す中国語が周りの人に理解してもらえるようになっていました。自分でもここまで成長

できると思っていなかったので、ここまで喋ったり聞き取れるようになっていて、素直に

嬉しかったです。留学を終えて感じたこと、思ったことは、最初ははやく日本に帰りたい

と思っていた中国留学も、終えてみれば楽しい出来事も多くあったし、その反面辛いこと

も多くありました。けれど辛いことを乗り越えたので自分が成長できたと思います。色々

な成長、経験ができたのでつらいこともあったけれど留学にきてよかったと今では心から

思います。また機会があるならば、また留学にいきたいと思います。 
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中期特別留学報告書 

～自分を高めるための時間～ 

      

南開大学  16F1031 道家 聡 

 

2012年 8月 4日中部国際空港を出発し青島を経由し北京空港に到着しました。その後バ

スで天津までのバスの中で外の景色を見たとき、中国にいるんだと強く実感しました。中

国に行ったのは初めてではないが、やっぱりいざ親元を離れ一人でくると楽しさ 

半分で怖さもあり親への感謝の気持ちが多く自分を高める最高の時間であり、機会だと

おもいました。南開大学の印象はとても大きく立派なイメージがありました。寮なども思

ったよりもきれいであっ意外に快適だ、と思ったことを覚えています。そしていよいよ留

学が始まった。最初は名古屋学院大学中国コミュニケーション学科の生徒、東京の大妻女

子大学による日本人だけのクラスで行われました。そして式典がありテストが行われまし

た。そのテストで二つの班に分かれることになった。そのテストの出来があまりよくなく

ついていけるか不安でした。そして翌日から中国人による中国語だけを使う授業が始まっ

た。最初思ったことは、やばい、まったく聞き取れないというとこです。日本でも中国語

の授業は週に 8コマとほかの大学に比べたら多いと思います。それでも書くのは鍛えられ

ても耳はなかなか鍛えられていないというのを実感しました。それは留学をする一番の要

因でもあり留学している生徒が一番追い求めているものだと思いました。そしてそれは留

学に来なければわからないことでもあると思います。その書く力は日本人ならば漢字が書

ける分有利だと私は思います。短期留学のうちはまわりが日本人だったので授業中は助け

合ったりわからないところを聞いたりできるという安心感がありました。なので授業中は

まだよかったですが生活に出ると違います。その頃はタクシーに乗るにも行先の発音が悪

く何度も聞き直されたり、話しかけられたりしてもほとんどがわからないことでまったく

聞き取れませんでした。今思えばそんなにはやくしゃべってたかなと感じることもありま

す。でも当時はやはり異国という雰囲気にも慣れていないし、そう思うということはやっ

ぱり知らず知らず何気なく中国語を聞いていたり、授業中、中国人の先生の話を聞いてい

る中で自然に上がっていったのだと思います。 

そして短期留学から特別留学に変わりました。このとき私ははじめ先生がおっしゃられ

たクラスよりもせっかく中国に来ているんだから自分を追い込みたいと思い自ら一個上の

クラスである初級２というクラスを希望しました。上のクラスに行くには面接とペーパー

テストがありました。面接は教科書の本文を読みそれに対する先生からの質問に答える、

先生と対話型の二つがありました。正直まったくわからず、また読めない漢字も多くあり

ました。そして翌日ペーパーテストがありました。ダメでもともとでいき悪あがきはしよ

うと決めていたので時間いっぱい、ほとんどの箇所をわからなくても埋め切りました。そ

して受かることができました。以前の私ならその前の受けようという発想すら出てこない
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と思います。後々考えると、この時点で少し語学以外にも成長しているんだなと思いまし

た。結果から言うと初級２の授業は正直ついていけてはなかったと思います。レベルも高

かったし、当時僕は中国語を初めて 4か月でしたが、まわりには 1年やってる人やほかの

とこに留学してまた来ている人、前の学期から来ている人となどいました。確かについて

いけないときは面白くないな、と思うことも正直たくさんあったし、つらいときや苦しい

ときも山ほどありました。でもそれは自分にとって大きな財産になりました。だからあの

時つらい道を選んだことを後悔していないですし、むしろやりきったという思いや誇りに

思う方が大きいです。だから僕は初級２で特別留学ができてよかったと心から思っていま

す。でも一つだけ後悔ではないですが心残りがあります。それは私自身人見知りをする方

ではないですが、最初まったく中国語を話せなかったので自分から話しかけに行くことが

できなかったことです。しゃべれないからこそ自分から行かなければならないのに受け身

にまわってしまったことが、あ～もう少し自分から話しかければよかったと後々の後悔に

なってしまいました。最終的に仲良くなり話したり、ご飯を食べに行ったりするようにな

りました。でも９月に特別留学が始まり、しゃべるようになったのが１１月を過ぎてから

なので、2か月間もったいないことをしたなといま本当に心残りです。もし次に留学に行く

機会があればそこのところを教訓にしていきたいと思います。クラスの授業にも慣れてき

たころテストがありました。10月の初めに口語、筆記のテストがありました。筆記のテス

トは範囲が指定されていてプラス応用といった感じのものでした。口語は先生との対話で

事前にキーワードが何個か配られそれを先生が持っているカードから引きあたったものを

言うといった感じでした。その後遠足で北京にある香山というところに行きました。そこ

は山の上の景色がとてもきれいなとこでそこまでは歩いて山を登ります。正直傾斜がきつ

くつらいので一人では疲れと暑いのか寒いのかよくわからない気候のなかでイライラしの

ぼるのをやめてしまうと思います。しかしその時クラスの何人かで励ましあいながら頑張

って登ることができました。これが僕の中では外人と仲良くなった一つのきっかけでした。

このような学校行事をいかせれたのはほんとによかったですし、その中でいろいろな国の

人と絡み、その国の文化、しきたりに触れ学べたことで自分自身大きな財産にすることが

できました。日本と同じところもあれば 180度違う部分もある。宗教的に違う部分もある。

それは絶対に日本にいて普通の暮らしをしていれば知れない部分でもあり、実際に目で見

なければわからない部分だと私は思います。そしてそれは生活の中でも感じることがあり

ました。中国で言うならば全部かどうかはわかりませんが日本と違う点としてトイレに紙

がおいていないというところだと思います。生活でほかに感じたことはタクシーの乗車拒

否です。最初はほんとにびっくりしました。しかしこれが中国人にとって普通と考えるな

らばそれも行ってみなきゃわからない文化の違いなんだと思います。そういうのが留学中

に知れてほんとによかったしそれらを今後の大学生活や社会に出てから生かしていきたい

と思います。留学、それは自分の知らないことを知れる時間＝自分を高めることができる

時間だと思いました。行って本当によかったです。 
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中期特別留学報告書 

～中国での生活と変わった自分～ 

 

南開大学  16F1037 羽地 有矢 

 

私は、中国天津市にある南開大学に留学に行ってきました。南開大学はとても広く一つ

の町のようでした。大学の中にはスーパーや銀行などもありました。日用品などは大体大

学の中で買うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国に来た当日は時間が遅かったため特に外出はしませんでした。次の日は近藤泉先生

や友達と一緒に大学の外にあるスーパーへ行きました。食べ物や飲み物を買ったのですが、

中国の物は大丈夫か心配になり日本でも売っている物を買いました。 

短期留学は、８月６日～８月２１日までありました。短期留学では、午前と午後で中国

語の授業の他に中国の文化を学ぶ授業がありました。中国語の授業では当然ですが、すべ

て中国語で説明などをうけます。私はもともと頭も良くなく、クラス分けのテストでも１

番成績が悪く、言葉を聞き取ることも話すこともできませんでした。そのため授業中は友

達にわかる範囲で通訳してもらったり辞書で調べたりしながら、なんとか授業について行

きました。授業はクラスに１０人程度で、コの字になって行い授業の内容的には南開大学

でもらった教科書に沿って授業を行ったり、たまに中国映画の鑑賞もしました。中国の文

化を学ぶ授業では、習字や京劇や水墨画や中国の楽器についても学びました。私は昔、習

字が好きで習字やっていたので正直、どの授業よりも習字の授業が好きでした。
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授業の無いときには同じ寮に住んでいた韓国人の友達と一緒にショッピングに行ったり、

ご飯を食べたりしました。短期留学では、韓国人以外はヨーロッパ系の人が少数いました。 

休日はよく韓国人の友達と遊んでいました。韓国人の友達の中にはある程度中国語が話せ

る子がいたのでいろいろ頼りました。韓国人は勉強熱心で１週間程度しか中国語を学んで

いない子も４ヵ月間中国語を学んだ私より中国語レベルが遥かに上でした。韓国人の友達

と遊ぶ日以外は友達と食事に行きました。サイゼリアやケンタッキーやマクドナルドにも

行きました。天津の町を知るために探検などをしました。短期留学は８月２１日に終わり

ました。短期留学が終わり特別留学の間まで約２０日間の休みが続きました。その休みは

とても長かったため頻繁に友達と夜更かしをしました。昼間はとても暑く外に出てあまり

遊びませんでしたが日本語サロンという集まりがありその集まりによく参加していました。

そこには日本語を学校で学んでいる大学生や日本の事が好きで独学で日本語を勉強してい

る人達が集まりカフェで交流する場所でした。その交流会のほとんどの人が日本語を話せ

るので自分の勉強を手伝ってもらったり逆に相手の勉強を手伝ったりしました。夜は意外

と過ごしやすい気温だったのでみんなと学校の近くにあるレストランに行ったりして過ご

していました。特別留学は９月１０日から始まりました。特別留学からはいろいろな国の

人が参加していました。いろいろな国の人が授業に参加しているので最初、授業は英語で

した。私は全くって言っていいほど英語ができませんし更に中国語もできませんでした。

だから初めのころは先生の言っていることが全然理解することができませんでした。授業

中は常に眠気と戦っていました。言葉が理解することができないとだんだん授業がつまら

なくなっていきました。中国語の辞書を使って黒板にかいてあることを調べて理解できる

こともありますが、ほとんど理解することができませんでした。学校が終わった後は、友

達と食事に行ったりしました。食事は学校の近くにある中華料理屋に行ったり学生食堂に

行きました。中華料理屋のご飯は個人的にはあまり好きではありませんでした。学生食堂

はいろいろな料理がありとても安く量もとても多く味もおいしかったです。授業後は勉強

を全くしませんでした。学校が休みの日は、１日中ゴロゴロしたりする日もありました。 
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外国人のほとんどは、英語が話せるので外国人どうしはすぐに打ち解けて友達も多くい

ましたが日本人は英語が話せないため、なかなか外国人と打ち解けるには時間がとてもか

かったと思います。私もなかなか打ち解けることができませんでした。私のクラスは初級

１だったのですが１人トルコ人の留学生が日常会話程度の中国語が話せたので１番初めに

打ち解ける事が出来ました。初めは苦労しましたが、留学にきて半分たった頃には外国人

の友達も増えてよくあそんでいました。よく遊んでいたのが韓国人の子と中国人の子でし

た。韓国人は気さくで出会ってすぐに仲良くなりました。韓国人の子は南開大学の本科生

で平日はとても忙しかったため一緒に食事に行く程度でした。休みの日は一緒にＣＬＵBに

行ったりしました。寮も一緒だったので部屋で食事会などもしました。中国人の友達とは

私の部屋で遊んだりショッピングに行ったりしました。中国人の子は日本に偏見などはな

くとても良い人でした。ですが、町に出てみると日本の事が嫌いな人は少なくありません

でした。例えば、タクシーに乗る際に「日本人だから」と乗車拒否されたり、わざわざタ

クシー運転手がタクシーから降りて来て「日本人か？日本人は見たくない」など言われた

り、全く知らない中国人が絡んできたり人通りの少ないところでは「日本人か？」と呼び

止められその人から逃げたりなどもありました。留学に行く前は反日について特に何も知

らず知ろうとも思わず、留学に行って初めて日本と中国の関係について詳しく知りました。

それからは日本と中国の関係について自ら調べるようになりました。 

留学の終盤に近づくにつれて自分の中国語の成長がわかるようになりました。授業では

英語から中国語での説明になり、最初に比べると先生の言っていることが理解できるよう

になり、中国語辞書を使う回数も減っていきました。中国人の友達と会話をしていても相

手の言いたいことが理解できるようになったり自分の言いたいことが中国語で伝えられる

ようになっていきました。最初の頃は友達から伝えてもらったりジェスチャーなども使っ

ていましたが使わなくなりました。私は留学中に自分で勉強は全くしませんでした。毎日

毎日遊んでばかりいました。一見遊んでばかりいると成長しない気がしますが、そんなこ

とありませんでした。いっぱい遊んで中国語を使うことで自分の知らないうちにすごく成

長していました。私は留学に来た当初は自分の名前すらよくわからなかったのに留学の中

盤から終盤にかけては日常会話ができるほどになりました。そして中国人の友達には発音

が中国人並だとほめられました。その言葉が本当か嘘かは私にはわかりませんがその言葉

をきっかけにもっと中国語が話せるようになりたいと思うようになりましたし、自信を持

つようにもなりました。正直、名古屋学院大学に入ったときは中国語がやりたくて入学し

たわけではありませんでした。留学も最初は行く気もありませんでした。留学希望の書類

を一応出していきたくなくなったらキャンセルしてしまえばいいと考えていました。です

が留学までの時間が短くキャンセルする間もなく留学に参加することになりました。です

が今では留学に行って良かったと心から思います。外国人と関わることは日本にいたら全

くできませんし留学に行って中国語を好きになれたし、また留学に行きたいと思うように

なれたし今後の目標までみつけることができました。留学に行ってとてもよかったです。 
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中期特別留学報告書 

～中国留学～ 

 

南開大学  16F1038 原田 紗帆 

 

8月は短期留学から始まった。最初は中国の環境に慣れなくて色々大変だった。本当に周

りが中国人で中国語だけの生活に不安だらけだった。1日目の夜は何もお店も知らない状態

だったけど近くにあった狗不理へ行った。メニューも何も読めずに大変だったけどなんと

か注文することができた。食べるものも最初は本当に抵抗があった。その後大学の寮に帰

るとき大学があまりにも広すぎて迷子になりかけて大変だった。大学に広さにびっくりだ

った。短期の授業初日はテストだった。テストは難しかったような？気がした。2クラスに

分かれて短期の授業が始まった。授業は最初から中国語だけで最初は戸惑いもあった。で

も先生はとても優しくてわからないことがあると丁寧に全員が理解するまで丁寧に説明し

てくれた。簡単な英語も入れて説明してくれたり本当にいい先生だった。発音が難しくて

何回やってもうまくできなくて嫌になることもあったけど、先生も周りのみんなも面白く

て楽しく授業ができて何とか発音も乗り越えられてよかった。グループで会話の発表や映

画を見たり授業が楽しいって思えたり、中国語が楽しいって思えた。短期の時はみんな中

コミだけで授業を受けてたからわかんないことがあるとだいたい日本語で話をしていたけ

ど、韓国人や他に外国人と会話をする機会が 1 度あった。自分から話しかけるのはずごい

緊張したし、中国語もすらすら出てこなくて不安だったけど、外国人はみんないい人でな

んとか中国語で会話もできたしコミュニケーションもとれて嬉しかったし、楽しかった。

その後韓国人の子と仲良くなって寮の部屋に遊びに来てくれて楽しかった！外国人と交流

することは楽しいって思った。あっという間に 2 週間経って無事短期の授業もテストも終

わった。9月まで 2週間の休みは動物園に行ったり買い物に行ったり楽しく過ごした。勉強

ももちろんやった。休みの間は充実してて 1 日 1 日が過ぎるのが早かった。そして 1 ヶ月

もあっという間に終わった。 
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 9月からいろんな国の留学生と同じクラスで一緒に授業を受け始めた。クラスは初級 1-4

になった。同じ名学生も３人～５人で同じクラスに日本人は少ないから最初は色々やって

いけるか心配だった。でも外国人は優しくて面白い人が多くて授業も嫌になることはあん

まりなくてよかった。でも授業では、先生はほとんど英語で説明するから私たち日本人に

とって外国人に比べて英語ができないから説明されてる内容を理解するのが大変だった。

中国語を混ぜて説明してくれるとまだ内容が理解できた。それはたぶん短期のときに先生

が最初からほとんど中国語で説明していたから少しずつ中国語に慣れてきたんだなって思

った。でも逆に中国語を学ぶこと、外語を学ぶにはやっぱり英語は必要だなって思った。 

授業はピンインから始まって文法や会話文、発音、とかいろいろやった。外国人と一緒

にペアを組んでコミニュケーションがとれてよかった。でもまだ中国語が通じないから英

語も混ぜながらだけど外国人と話ができてよかった。外国人は漢字を書くのはあんまり得

意じゃなさそうだけど、発音や文法を理解するのが早い。 

授業が始まって 2 週間後に 1 回目のテストがあった。テストは発音と筆記テストで、発

音は先生の前で単語の発音や短い文章を読むテストだった。発音は短期のときからやって

いるけどまだまだで直される部分が多かったからもっと練習しないといけないなって思っ

た。筆記テストはリスニングもあった。でも今までで一番聞き取りができたからよかった。
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短期から何回もやってきたし、留学のおかげで毎日中国人の中国を聞いているから少しず

つだけど理解できるようになってよかった。筆記テストのほかの問題はあんまりミスもな

くできてよかった。でもまだ完璧じゃないからもっと努力したい。今回のテストはいい点

数をとったのは名学生、ほかの大学の日本人や韓国人だったことを先生が言っていたけど、

このテストから外国人はすごい成長してくると思う。だから今回のテストがよかったから

って安心しないでこれからも頑張る。絶対負けたくない。 

同じクラスの韓国人の子と仲良くなって一緒にご飯を食べに行ったり、電話やメールが

できるようになってよかった。ほかの外国人も朝会ったり帰りに会うと声をかけてくれて

本当にみんないい人たちばかりで毎日楽しい。 

デモのこととかいろいろあって心配だったし怖かったけど、周りの人たちはみんないい

人でよかった。でも人が多いところでは日本語をしゃべるのをやめたり、夕方出かけるの

は控えたり気を使うところはちょっと大変だった。 

そういう中でも周りの中国人の人たちは優しかったし、いい人もいっぱいいた。韓国人

の子も本当に優しくかった。 

選択授業では中国の料理の授業に参加してタイ人のこと仲良くなれた。なんだかんだいろ

いろ楽しいこともあった 1か月でよかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月は生活にも授業にも慣れてきた。そして 9 月 29 日から 1 週間の長い休みがあった。

この休みには、友達といろんな場所に出かけた。天津之眼やイタリアン村など天津で有名

な場所に行った。この休みには中国人の人と一緒にご飯を食べに行った。食べたことのな

いもの、行ったことのない店を教えてくれて楽しい 1 日になった。その日には地下鉄に初

めて乗った。中国の地下鉄は思っていたよりきれいだった。この連休は楽しく過ごせた。 

 連休が終わって 2 週間後には学校の遠足で北京に行った。前日には部屋の電話に先生か

ら電話が来た。少し緊張したけど聞き取れるところは聞き取れたり、自分が言った中国語

を先生が理解してくれて少し嬉しかった。でもまだ知らない言葉も多くて英語を混ぜなが

ら先生がゆっくり話してくれないと理解できないから、もっと頑張らないとって感じた。
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そして、当日は北京の香山に行って山登りだった。集合時間が早かったけど、朝早く起き

てお昼ご飯のおにぎりも自分たちで作って持ってった。行きのバスも帰りのバスも韓国人

の友達と一緒に座って音楽を聴いたりいろんな話をして楽しかった。山登りは今までで一

番大変って感じるほど階段が急で山の頂上に着くまでにすごい時間がかかった。でもその

間にいろんな人と話ができてよかった。頂上に着いてからはお昼ご飯を食べてすぐ降りた。

韓国人には奥さんの手作りのおにぎりをいただきました。日本と違ってやっぱり韓国では

欠かせないキムチがおにぎりに入ってた。山を下るときも階段が急で大変だった。この日

は疲れたけどいろんな害国人と話ができてよかった。日本語よりも中国語を使う日だった。 

 次の日から筋肉痛がひどくて辛かったこともあったけど、インドネシア人と遊んで一緒

にご飯を食べに行ったり、韓国人の子と一緒にご飯を食べに行ったり楽しかった。 

 遠足明けは 2 回目のテストがあった。問題文は前回と同じで英語だった。私は英語が苦

手なので問題の意味を間違えて問題文の意味がよく理解できなかった部分があった。その

結果その部分の問題は全部間違えて、前回よりもテストの出来が悪かった。次からは、問

題で疑問に思ったら先生に聞くことにしようって思った。次のテストはこういうことがな

ように頑張る。英語も必要だなって感じた日でした。 

 10月の後半から気温が一気に下がってかなり寒くなった。 
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11月は日に日に寒くなってきてびっくりした。10月みたいに連休はなくて平日は毎日学校

だった。だからその分外国人といる時間も増えて話す時間も増えた来たと思う。授業はだ

んだん難しくなってきてノートをとる量も増えたし、理解するのに時間がかかる部分もあ

ったけど、そのおかげで先生と話す時間も増えたと思う。 

 2回目の発音のテストでは文章が長くてうまくできなかった。発音は難しいけど克服して

ちゃんとした発音になるようにしたい。 

 地下鉄に乗って出かけたり電車で北京も行った。やっぱり北京の人の多さはすごかった。

使い方が正しいかはわからないけど店の人に交渉して値切って物を買ったり、会話ができ

てよかった。だんだん話せるようになると楽しく買い物もできるって思った。まだ聞き取

れない言葉の方が多いけど最初に比べたらわかるようになったと思う。北京の人の言葉の

方が聞き取りやすかった。交通も天津より北京の方がよかった気がした。 

同じ中国でも結構違い多いって思った。北京は行けてよかったし楽しかったけど疲れた。

天津駅ではタクシーの運転手がメーターを使わないで「何元で～まで!」とか「日本人」っ

て言ったら乗せてくれない人もいた。デモが収まってひさびさにこうやって言われて嫌だ

った。 

 こっちに来て初めて風邪も引いた。熱も出たけど 1 日寝て熱も下がって土日の間に治っ

たから授業も休まずに行けてよかった。これからまだ寒くなるから体調管理はちゃんとし

たい。 
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 今回のテストは問題文も読み間違えることもなくてよかった。最近授業内容も多くなっ

てきたからテストも難しくなった。ラスト 2 回のテストは難しくてもいい点数をとれる

ように頑張る。 

  外国人の誕生日会にも行ったりできて楽しかったし今まで話さなかった外国人とも話

ができてよかった。本当に外国人はいい人だなーって思った。同じクラスの外国人とも

今までよりも話しやすくなった。 

 

 

12 月はあと 1 ヶ月で帰国って感じてから嬉しさと焦りが出てきた。中国で勉強できるの

もあと 30日しかないんだっていう思いだった。でも日に日に勉強内容が難しくなってきて

予習復習をやらないと内容を理解するのが辛くなった。文章が長くなるにつれて発音する

のも難しくなった。先生の前で長文を読むときはすごい緊張してすらすら読めなかった。

でもすらすら読むことよりもちゃんとした発音で発音できるようにピンインとか声調を見

て直すようにした。自分が苦手な巻き舌とかちゃんとできるように頑張った。単語テスト

の単語の中にも難しい漢字が出てくるようにもなった。今までは日本と似た漢字が多くて

あまり漢字を書くのに苦労しなかったけど、最近はちょくちょく漢字が難しくなって大変

なとこも出てきたけど、外人にとって漢字はずっと大変だったんだなーって思うようにも

なった。あと最近ぱっと字だけ見て日本と同じ漢字だと思って漢字をそのまま書いている

と、ほんとにすこしだけ字が違うのに気づかずに覚えてることが多くなった。単語テスト

でちょくちょく間違えるようになった。パッと見だけで判断するのはよくないなーって思

った。12 月に入って漢字のミスが多くなったからこれからちゃんと見直し？をして正しい

漢字を覚えるようにしたい。 
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外国人と過ごせる最後のこの 1 ヶ月は、たくさん話をした。いつ帰るの？とかまた中国に

戻ってくるの？とかそういう話も多くなった。話を聞いていると外国人の人は、12 月に 1

回国に帰って、また両親と一緒に中国に戻ってくる人が周りに結構いた。 

仲良くしていた韓国人の子は体調不良から帰国する日が早まって私たちより 2 週間くら

い早く帰国した。その話を聞いたときはすごい悲しかったし寂しかった。最後に一緒にご

飯を食べに行ったり、お互いの部屋に行って話をしてたくさん写真も撮った。韓国人の子

は最後に手紙をくれた。その手紙の内容はほんとにいい言葉ばかり書いてあって嬉しかっ

たし感動した。日本語で文章を一生懸命書いてくれてたし、韓国語、もちろん中国語も書

いてくれていてほんとにこの子と友達になれてよかった！って思った。いい思い出がたく

さんできた！この子が帰ってからメールで連絡を取ってって、写真とか送ってくれて・・！

ほんとにいい友達だなーって思った。 

クリスマスは中コミの友達と一緒にケーキを買って一緒に食べたり楽しく過ごしながら

勉強も頑張った！クリスマスの前はクラスの外国人の住んでいるアパートに行って手作り

料理をごちそうになったり、先生たちと一緒に食堂に行ったりほんとにたくさん忘れられ

ない思い出ができた！ 

最後のテストもうまくできたとこできなかったとこもあったけど無事に終わって留国生

活が終わった。この 5か月間ほんとにいい経験ができた。楽しかったこと、辛かったこと。

おもしろかったこと。嬉しかったこととかここには書ききれないくらいいい思い出もでき

たし、忘れられない思い出もできた！留国に来る前より語学も成長できたって周りからも

思われてるか心配だけどこの経験で中国語をマスターしたいって思うようになったし外国

人と交流する楽しさも知った！一緒に生活してくれた同屋もほんとにおもしろくて楽しか

った！ 
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中期特別留学報告書 

～中国での生活～ 

 

南開大学  16F1042 水野 咲 

 

今回が初めての海外でした。 

まず中国に来て思ったことは、車（タクシー）が多いこと、似たような建物が多いと思

いました。交通ルールが分からなくて車に何度か引かれそうになりました。思ったよりコ

ンビニがなくどこに行くにもタクシーを使わなければいけないのが不便だなと思いました。 

生活は食べ物は自分が思っていたより口に合わなかったこと、野菜がなかなか摂れなく

て体調が崩れやすくなりました。中国の生活に慣れてくると少し小汚いお店でも安くてお

いしい所がたくさんあって食事も楽しみの一つになってきました。私が一番すきだった中

国の食べ物は串焼きといちごのあめです。 

 

 

 

 

 

 

 

串焼きは日本のとは違って香辛料がとてもきいていてやみつきになりました。野菜やお

肉が安く食べることができました。これは日本では食べたことのない味だったので日本に

あったらすごく流行りそうだと思いました。いちごあめは日本のりんごあめに似たような

もので冬の名物だそうです。 

 

 

 

 

 

中国ではひとつの大皿に盛り付けるのが一般的だそうです。 

だんだん寒くなってくると外に出る機会が少なくなり部屋で鍋をしました。火鍋と言って

日本でいう鍋全般のことです。お店で食べたものを真似して中国人の子に作ってもらった

のがおいしくて自分たちで市場に行って団子や鶏肉、野菜などを買って作りました。 
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 大人数で食べるので食費も安く済んでお腹いっぱいに食べれてとてもよかったです。 

 

 

 

 

 

中国の焼き肉は日本と違って肉が薄くて焼くというよりも炒めて食べる感じでした。 

スーパーに行ったときは衝撃を受けました。豚の足や鳥がパックに詰められていて日本で

は考えられない光景でした。他にもタニシが山済みになっていたりしました。 

ショッピングモールに行った時に見つけた台湾のデザートがとてもおいしかったです。果

物のマンゴーがたくさんあって日本で食べるとすごく高いだろうなと思いましたが、中国

なのでとても安く満足しました。 

 これは中国のおでんです。日本と似たような感じでうす味でした。 

 

 

 

 

 

 

 

授業は全て中国語なので先生の話を聞きとることが難しかったですが、２，３日で授業

には慣れました。授業以外の時も日本語を使わないように努力しました。内容はついてい

けたので授業はとても楽しかったです。授業で中国語を使って劇をしました。授業内で外

国人と会話をする機会がありそこで友達ができ、授業がない時に一緒に買い物に行きまし

た。使うのは中国語だけでなく英語も必要でした。私は特に韓国に興味があるので韓国人

の留学生と話すのがとても楽しかったです。お互いに韓国語を教えてもらい日本語を教え

たりしていました。韓国人の子はすごく日本語を知っていてびっくりしました。これから

日本でも日本に留学に来ている中国人とたくさん交流し中国語の会話を増やしたいと思い

ます。 
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 中国人がよく買い物する場所の近くにある建物で全て陶器でできています。 

2番目の写真は中国人の若い子がよく服を買いに来るショッピングで有名な所です。 

ここには H＆M や ZARA といった外資系のショップもそろっています。また、日本の飲食

店、ココ壱や吉野家がありました。ちかくには伊勢丹もあり日本の食材が結構揃います。

中国の食べ物が心配だった時たまに伊勢丹で買っていました。安心は得られましたが少し

高いので最後らへんはあまり利用しなくなりました。 

ほとんどのお店で値切れることを知りました。物によっては半分以下の値段になること

もあり驚きました。自分が思った値段でしか買わない！と強気で行かないと日本人だとお

金を持っているから高い値段で売られるそうです。同じ商品でも人によって値段はバラバ

ラで驚きました。 

街は至る所にごみ箱があるのに道路はすごく汚かったです。ごみ箱が大体１００メート

ルごとに設置されていたことです。しかしこんなにも多くのごみ箱が設置されているのに

も関わらず道端にはたくさんのごみが落ちていました。深夜に掃除をしていて次の日には

ある程度綺麗になっていましたが、日中でも掃除している人が目立ちました。 

中国の交通手段は主にタクシーを利用していました。タクシーはたくさん通っているの

で見つけるのには困らなかったです。しかし雨の日や雪が降った日には急激にタクシーの

量が減ります。日本では雨の日などの天気が良くない日のほうがたくさん通っているイメ

ージだったのと悪天候の日のほうが利用するお客さんも多くなって売り上げも上がるよう

に思っていたので驚きました。タクシーに乗った時にタクシーの運転手さんがよく話しか

けてくれてとても親しみやすかったです。初めはまだまだ聞き取れなく会話が続かないの

が残念でしたが、行き先が一回で通じたり会話が少しずつできたりした時、とても嬉しか

ったです。天津の人は訛りがつよいみたいなので発音が分かりにくいなと思いました。 

また、地下鉄は全くと言っていい程日本と変わりはありませんでした。北京へ新幹線を

使って行ったときに荷物検査があり驚きでした。それも 1回だけではなく 2回、3回ほどあ

りとても厳重でした。新幹線の切符を買うのにも身分証明書が必要だったり、とにかく厳

重でした。 

 中国に行く前は話を聞いたり、テレビの情報でなんとなく社会主義で街はあまり綺麗で

はなく中国語の特徴でいつも怒って話しているという印象しかありませんでした。しかし

実際にいってみると優しく接してくれる人や日本のことをよく思ってくれる人がいてうれ

しい気持ちになりました。社会問題が多い日本と中国。反日も多いと聞いていましたがあ

まりそんな風には感じませんでした。中国人のみんながみんな日本のことをよく思ってな

いわけではないことを知ることができました。 

 最後に中国で絶対に気をつけなくてはいけないのがスリです。私は来て間もない頃にス

リにあいました。チャックを閉めていても鞄は必ず前にして歩かなければ盗られてしまい

ます。幸いお財布と現金のみ盗られ、中身は返ってきました。違う日にはすれ違いざまに

財布を盗られた子もいて本当にスリが多いと思いました。これで一つ経験になりました。 
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中期特別留学報告書 

～中国での生活～ 

 

      南開大学  16F1045 武藤 春子 

 

私は今回の留学で様々な経験を体験することができました。異国の地で長期間生活をす

るのはもちろん今回が初めてですし、初めは不安と楽しみがあり自分自身の中で葛藤があ

りました。私は以前にも中国に旅行で何度か行ったことがありますが、以前の中国と現在

の中国は経済面や国民の生活水準などが上がっており、私が知らない中国になっていまし

た。また留学を通して私自身、物事に対する思考、生活態度や将来などのあらゆる方面に

おいて、多大な影響を与えるすばらしい体験となりました。特に、私は今回の留学で、慣

れ親しんでいた土地を離れて生活したので、何気ない生活の些細なヒトコマさえもがとて

も新鮮に感じられました。 

同じアジア、そして日本の隣国でもある中国ですが生活習慣や食、町の風景などは全く

違います。生活面では、トイレ、風呂、及び日常の細々した生活習慣では大きな壁にぶち

当たりました。なぜなら、中国のトイレや風呂はどちらかというとあまり清潔ではないか

らです。十分覚悟はしていたものの、慣れるまでは苦労が絶えませんでした。天津という

都市でも、いまだにドアなしのトイレがありました。 

私が中国に来て気づいたことが、中国の町中にはたくさんのごみ箱が設置されているこ

とに気づきました。人口が多い中国ですので街をきれいにするという試みだと思いますが、

ごみ箱もたくさんのごみで散乱しており、とてもきれいとは言えない状態でした。このよ

うな所に大気汚染の現状がありました。 

食事の面では、中華料理の特徴とでもいえる“香辛料”が多く使われており、非常にに

おいや口に入れたときのスーっとする味が強く、私たちの口には合わないものが多かった

です。特に香菜（シャンツァイ）と呼ばれるパクチーはどの店に行っても盛り付けなどに

必ず付いてきます。味は何とも言えない鼻にツーンとくるので私は苦手でした。ファース

トフードは日本と味が変わらないのでとてもおいしかったです。そして中国では生野菜や

刺身等といった生ものを食べる習慣がありません。ですから、このような生ものは日本料

理のお店以外、置いてありませんでした。 

街の風景は、たくさんの高層マンションやビルが建設中でした。経済発展が上がってい

る中国の表れのようでした。また、自転車大国ともいう中国では自転車というより外見は

バイクに近い電動自転車のような交通手段を使う人が多かったです。自転車を使う人が多

いので自転車専用道路なども完備してあり、その道路は自転車または三輪車という名のタ

クシーだけが走ってもよい道路がありました。中国は人口も多いですが、自転車やバイク

の数も多いのでこういった工夫されている道路があることに驚きました。 

気候は、夏はいたって過ごしやすかったですが冬は日本と違い氷点下になるのが当たり
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前でした。大学内にある湖は凍ってしまうほど寒かったです。そして寮の暖房は全く暖か

くなく、寮の中にいる時もできるだけ厚着をして過ごしていました。外との温度差が激し

いので来年留学に行く方は風邪をひかないように注意してください。 

勉強面でわたしが力を入れたのが、とにかく中国人の会話や店員さんなどの話をよく聞

き、多く話す、ということです。日本人は恥ずかしがって言いたいことを言えない人が多

いと思います。中国留学をする日本人なら少なからずぶち当たる壁であると思います。私

の場合、クラスメートのほとんどが外国人で、日本語は全く役にたちません。中国語を話

さないとどうにもならないという環境でいきなり生活を送ることとなりました。それで私

も初めは自分の听力と口語の力のなさに幾度となくつまずきました。しかし、私はこの留

学経験が自分にとって今までになく大きな成果を得ることができるチャンスだと考えてい

たので、毎日の授業が終わってからも中国人の友達と交流会をしたり、外国人の留学生と

友達になり一緒にご飯を食べたり、仲良くなるなど、普段から中国語をしゃべるように心

がけました。私のルームメイトは日本人でしたができるだけ中国語を使うようにしました。

たとえ日本人同士であっても中国語でコミュニケーションを図るなどして身近なところで

も語学力を上げるように努力をしました。自分の知らない単語や文法などはお互いに会話

の中で教えあったりして、まさに「生きた言葉」に触れることができたと思います。私は、

語学を学ぶのはどこの国の言葉であれ、まず耳と口を慣らすことが一番の習得方法である

と思い、このやり方を実践しました。 

この留学で学んだのは、語学だけではありません。南開大学は天津でもとりわけ留学生

が多く、もちろんアジア、アフリカ、ヨーロッパなど世界各地から学生が中国語を学びに

やってきています。なので、いろんな国の様々な考え方を持った人々と接する機会が多く、

自分自身とても勉強になり面白いです。 

天津での生活は、本当にこれまでの私の生活と全く違っていて、非常に内容の濃い、充

実した生活でした。なぜだか、目に映るすべてのものが新鮮に見えてきたりします。 

留学生の中には、毎日日本人留学生ばかりでかたまっていて、日本にいるのと何ら変わり

のない生活を送っている人たちもたくさんいました。それはそれで、気が休まることも多

いだろうし、共通語で会話ができるのですが、それではわざわざ自国を離れて中国に来て

いる意味がないのではないだろうかと私はそう思います。日本でもできることを、わざわ

ざ外国に来てまでする必要はないと思います。そういう意味で、今回留学してみて、私自

身の生活が一変したことにとても満足しています。人との出会い、交流、外国人との食事、

何もかもが私には刺激的で新鮮でした。 

最後に、この留学期間で様々な体験をし、いろいろなことを学びました。自分の語学力

も少しですが上がったと思います。今回この留学でお世話になった先生方、家族、一緒に

勉強してきた仲間、そして天津で出会った留学生や現地の友人たちに感謝するとともに、

天津で学び、感じ、思ったそれぞれのよき思い出を忘れずに、この留学での経験を次のス

テップとして役立てていきたいと思います。 
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中期特別留学報告書 

中国という国と僕の感性と語学 

 

南開大学  16F1046 安田 翔太郎 

 

 今回の留学は、僕にとって 2度目の中国である。前回は二年前の冬だ。その時は修学旅

行という名目でいったため、中国人との交流の機会や、語学の学習はまるでなかった。し

かし、今回は留学だ。 中国の大学で中国語や中国の文化を学んだ。期間は 5か月。 

 

8月 

中国は 2度目でも天津は初めてだった。いろいろなものの買い出しや食事もすべて自分

で探してやった。会話はうまくいくことは少ない。何が良いものなのかもわからない。授

業も始まった。はじめのうちは先生の話の内容を理解するのも難しかった。そんな中でも

自分なりに努力し、大まかな意味は分かるようになった。いや、聞き取れるようになった。

留学最初の月は耳が慣れてくるのをとても感じる月だった。文化の違う人間の離す言葉を

理解できることはとても素晴らしい体験だった。 そんな中、自分の部屋に新たな刺客が

現れた。 スタスという名のウクライナ人だ。彼は 1年中国語を勉強したらしいが、とて

も流暢に話す。そして、お互い中国語で話すのだがなかなか話がかみ合わなかった。スタ

スはそんな僕ともとても楽しく話をしてくれた。スタスと同じ部屋で暮らして数日がたっ

たころ、僕にとってとても興味深い話をスタスから聞く。天津タワーの下の広場でストリ

ートダンスをやっているんだそうだ。 

9月 

ある日、スタスが部屋に中国人の友達を連れてきた。季鵬飛という名の南開大学の学生

だ。彼は日本人である僕に興味があり、知り合ったばかりだが実に様々な会話をした。中

国人というのはこうも質問攻めにしてくるのかと痛感した。スタスと鵬飛と僕でご飯を食

べに行った。ご飯といってもしっかりしたご飯でもなく、なんかよくわからないに中国式

のラザニアみたいなものだ。「うまいか？」鵬飛に聞かれたが、正直うまくはない、でもま

ずいわけでもない。そもそも僕にはうまいとかまずいとか、そういう感覚は鈍い。「うまい

よ」そう答えてしまった。その後 3人で散歩することに、スタスにストリートダンスがや

ってる場所を教えてもらい。解散した。数日後、僕はそのストリートダンスをやってると

ころに行った。そこにはたくさんの人がいた。はじめはストリートダンスらしきものを見

つけられなく、仕方なく一人で練習をしていると 2人の青年が話しかけてきた。「君は b-boy

かい？」どうやらその青年たちも b-boyのようだ。まさしく Chinese b-boyだ。当然 Japanese 

b-boyの僕はイェスと返事をする。実際には中国語で返事をしたが・・・。しばらくたつと

ほかの b-boy たちも集まってきた。僕が全く知らない日本人であるにも関わらず、とても

歓迎してくれた。「いつ中国きたの？」「いつからダンスやってるの？」「その服は日本の？」
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お決まりの質問攻めだ。 その日はみんなで踊って楽しんだ。 

その翌日、また踊りに行くと、終わってかごはんを食べに行くことになった。日本人は

僕一人。当然不安もあったが、みなとてもいい人たちですぐ打ち解けた。その夜は、国を

越え、人種を越え、言葉を越え、笑いあり、語り合った。 人が交流をかわすのに必要な

のは言葉だけじゃない。言葉以上に気持ちが大切なんだ。 

当然、ダンスだけじゃなく、いよいよ本番の授業も始まる。教科書も分厚く知らない単

語がとても多かった。初めの内はついていくのは精一杯。何とか聞き取れる程度だった。 

10月  

授業はどんどん進んでいく。授業中は少しでもぼーっとすると内容がよくわからなくな

る。だが、しっかりと耳を傾ければほとんど意味が分かる。リーディングもかなりできる

ようになった。ダンスに行っても、楽しく会話ができる。会話がうまくできるとさらに楽

しくなる。そのダンスのみんなのリーダー的存在の李国豪の誕生日パーティーに招待され

た。中国人の誕生日パーティーは祝われる側がいろいろと準備するみたいだ。国豪の職場

のレストランの閉店後にその一室を借りて行われた。非常に豪華で豪快な料理がテーブル

の上に置かれていた。まさにパーティ－といった模様だ。とても楽しみになった。 

みんなで料理を食べ始め、乾杯もした。ケーキを顔につけあった。女の子が僕につけた

が、その子は「中国では普通なんだよ」と笑いながら教えてくれた。国豪もとても楽しそ

うだった。みんなで全力で祝った誕生日会は成功みたいだった。というか国豪が全力で祝

われた誕生日会というのが正しいのかもしれない。 

１１月 

残り 2か月となりやっと自分のお気に入りの料理を見つけた。中国式ハンバーガーであ

る。南開大学の西南村にある市場の店でそこの店主も非常に愛想がよく、僕が行くといつ

も笑顔で迎えてくれた。この時の中国では反日ムードだったが、日本人と知っておきなが

らもいつも優しく迎えてくれた。 

お気に入りの料理はもう一つあった。ニラ玉丼である。これがまさに絶品であった。味

付けもよく中国で食べた料理でベストである。しかも 9元と格安である。これが食べられ

る店には、男の子がいるのだが、これがまた面白いやつで、いつも僕を見ると喜んでいた。 

12月 

いよいよ中国大陸にお別れである。スタスとは最後に日本語で「ともだち」と抱擁を交

わした。Chinese b-boyの人たちとは、必ずまた会いに来るよと言葉を交わした。中国式

ハンバーグの店の店主からは豆乳をいただいた。 

 

僕にとって今回の留学とは、まさしく中国の人々と交流し、中国の文化を学んだものだ

と思う。反日 反日と心配されているが、僕の周りは実に暖かい人たちだらけだった。中

国とは実にすばらしい国なんだと実感した。 
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長期私費留学 

 

オカナガン大学  14F0165 吉田 幸太 

 

私はこの留学を行く前、実はあまり乗り気ではありませんでした。その理由として１つ

目に私は英語が全く話せなかったこと、そして他の人たちとの交流さらにその人たちとの

会話では英語で話さなければならなかったこと、そして Canadian、文化の違いなどに対し

て様々な不安を抱えていたからです。しかしながら、この留学を終え、こうやってレポー

トなどを書いているとかなりそれらに対しての考え方や視点が変わったなと感じます。そ

れらの問題は今考えると容易ではなかったのですが、楽しかったなと感じます。 

一番目に英語の面で困りました。英語の面での 1つの例を出すと、初めのバンクーバー

空港に着いてすぐイミグレーションがあるのは当たり前でしたが、私はそのことについて

全く知りませんでした、更に、その場では質問もされ他の旅行者よりも待たなければいけ

ないことも知りませんでした。イミグレーションにより予定していた飛行機にも乗れず、

そしてその場で 3時間半も待つことになりました。周りを見渡しても日本人の姿は見るこ

とができませんでした、そして英語で尋ねることができなかったので他の人に尋ねること

ができませんでした。その結果、何が起こっているのか理解できずその場にステイしてい

ました。留学の始めはこのようなことばかり起こっていました。相手が話しているにも関

わらず Listeningもできなかったので、何を言っているのかわかりませんでした。更に付

け加えると、それに対しての応答もできなかったです。今思うと本当に英語ができなかっ

たなと思います、それでは本当に困ると思ったので、自分から積極的にボランティアなど

に参加をして英語で会話をするという機会を授業以外で増やして行きました。そのボラン

ティアの中でも会話に困りましたが、現地の Canadianの人たちはとても優しくそしてフレ

ンドリーであったので、いつも私を助けてくださいました。こういったことが本当に多々

あったので、日本に帰ったら私のような生徒の手助けをしたいと思うようになりました。 

2番目に私の友達は文化の違いに戸惑うと言っていたのですが、私の場合では食生活の違

いに戸惑いました。Canadaでは、私は 10ヶ月間ホームステイをしていたのですが、その主

食はパンかパスタでご飯などはほとんど食べることができませんでした、更に日本の食卓

のようにいくつかの皿には分けず基本的にはワンプレートだったので、そのことにも戸惑

いました。それらの食事を食べる時には必ずナイフかフォークだったので私はうまく使え

ることができず最初のほうは注意されてばかりでしたが、留学の後半になってくるととて

もうまく使えるようになったなと思います。  

ご飯はたまに見かけることもあったのですが、そのほとんどがタイ米であり日本のお米

のような白い白米はあまり見かけませんでした。そういった所からも文化や食文化の違い

を感じることができました。 

3つ目は、Canadian以外の他の国の人たちです。私はこの留学を通じてとても多くの他
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の国の人達と友達になることができました。留学の最初の方では、英語で話しかけること

に萎縮しあまり自分から話しかけることができなかったと思います。それに加え私はあま

り初対面の人に対しては社交的とは言えない性格でもあったので、あまり喋らずにいまし

たが、そんな中 1人の中国人の人が喋りかけてきてくれました。私のまだ拙い英語でも笑

っていつも許してくれました。今でもその中国人の友達とは連絡を取り合っているほどの

仲に今ではなりました。それからは、本当にたくさんの他の国の人たちとの交流が増えて

いきました。中国人、韓国人、ドイツ人、サウジアラビア人、インド人、などといった本

当にインターナショナルな人々と英語で話すことは時折不思議に感じました。なぜなら、

私は、全くもって韓国語やサウジアラビア語などはわからないのに、英語を少し話せると

いうことで、コミュニケーションができるということは本当に凄いことだといつも思って

いました。多く友達が出来たことにより会話も増えその友達の国のことや文化のことなど

を、たくさん知ることができました。そして何より自分から人に話しかけることができる

ようになったことは自分でも本当に驚いています。 

最後に私が留学で得た知識、経験は必ず私の未来に役立つ物になったと確信しています。

留学では、英語はもちろん前よりはできるようになると思います。しかしながら、私の場

合では、人とコミュニケーションすることがどれだけ大事かをこの留学の中で学んだと思

います。まだまだ私は未熟で英語もまだまだ本当に未熟ですが、私はこの留学の中でたく

さんの人と交流することができました。それは、おそらく後々私にとって具体的な自信と

して私自身に残っていくものだと思います。私が今持っているこの英語耳も時が経てばカ

ナダにいた頃の耳よりどれだけ勉強しても、衰えてしまうでしょう。しかしながら、私が

留学の中で勝ち得た自信と経験と友達はおそらく消えないと思います。私はこの経験を無

駄にはせず、次のことに向かって一歩ずつまた進んでいきたいと思います。 
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長期留学報告書 

~アメリカでの生活～ 

 

ノースキャロライナ大学ウィルミントン校 15F0064 杉浦愛里 

 

私はアメリカのノースキャロライナ大学ウィルミントン校に約 9ヶ月間留学してきまし

た。初めてのアメリカ留学だったので、行く前は緊張と不安もたくさんあり、これから違

う国でどういう生活が始まるのか全く想像もつきませんでした。自分は英語を上手く話せ

るか、友達もたくさんできるかどうか心配でした。8月 17日、中部国際空港(セントレア)

からデルタ航空でアメリカのデトロイトへ、デトロイトからアトランタへ向かい、そして

ノースキャロライナ州ウィルミントンに着きました。アメリカに無事に着いたのは嬉しか

ったのですが、時差ボケがかなり激しくて回復するのに結構時間がかかりました。ウィル

ミントンはかなり小さな田舎の街ですが、近くにビーチがあり、私は友達とよくビーチに

通ったりしました。ビーチはすごく綺麗で、私の家の近くにもこんなに綺麗なビーチがあ

ったらいいのになあと思いながらよく遊んでいました。そして学校の近くにはファースト

フード店がたくさんあり、モール、ウォルマートさらに広いショッピングセンターもあり

ました。ただアメリカは国土が広い国で日本とは環境も違うので家や建物、道路が広くて

驚きました。ウォルマートへ買い物をした時に、あまりにも大きいペットボトルが売って

いたことにものすごくショックを受けました。アメリカのお菓子やケーキは可愛くて美味

しいのですが、日本に比べてケーキが甘すぎてなかなか食べ切れることが出来ませんでし

た。ウィルミントンは比較的に治安も良く住みやすそうな街ですが、夏はかなり雨が多か

ったです。だが、冬は日本に比べてかなり暖かく、半袖でも過ごせることが出来る程度で

した。UNCWはものすごく土地が広くて、校舎も綺麗ですが、ただ広すぎて学校内でよく自

転車を使う人がたくさん居ました。私は教室移動の時に、次の校舎がものすごく遠くて歩

くのに相当疲れ、苦労しました。学食も広くバイキングだったので、私はよくたくさんの

アメリカンフードやスィーツに挑戦しました。しかし、一番美味しかった食べ物はサラダ

でした。そのため私は毎日サラダやパンなどを食べていました。 

8月の下旬に授業が始まり、私は ESLの生徒でした。ESLには 4つの授業があり、月曜日

と水曜日は１つの授業が 50分で火曜日と木曜日は 75分でした。生徒はサウジアラビア人、

ベネズエラ人、中国人、ベトナム人そしてフィリピン人が居ました。Field tripではビー

チに行ったり、ダウンタウンやサウスカロライナへ行ったりとても楽しかったです。ESLで

初めて知り合った日本人の人とはすぐに仲良くなれたのですが、他の国の人とはあまりう

まく馴染めませんでした。しかし授業が始まり、サウジアラビアの人やたくさんの人たち

が私にたくさん話しかけてくれて友達がたくさん出来ました。他の国の人と話すことがす

ごく楽しく感じました。さらに寮にはたくさんの多国籍の人が居て、ヨーロッパや中国の

人たちも居ましたが、私の部屋はすごく狭かったです。最初のルームメイトはオーストラ
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リア人でした。彼女は私より１つ年上で長身の優しい女性でした。彼女にたくさん宿題を

教えてもらったり、積極的に話しかけたりしましたが、オーストラリア英語に少しだけ理

解できない時がありました。日が経つにつれたくさんの友達が出来ました。私の 2つ隣の

部屋に住んでいる韓国の子や１人大阪から来ている日本人の留学生の子と友達になり、私

は彼女達とたくさん hangoutするようになりました。友達のバースデーパーティーに行き、

ゲームをしたり、踊ったり、映画を見たり、カラオケしたりと楽しい時間を過ごしました。

毎週土曜日には友達がたくさんの人を招き、ホームパーティーを開いてくれたりしました。

パーティーで 1人のベトナム人の女の子と友達になりました。彼女は私より１つ年下で優

しくて面白く、英語も流暢に話せる子でした。彼女はよく私を食事やパーティーに誘って

くれました。時々彼女の部屋へ遊びに行き、夜中まで喋り続けたりゲームをしたりと私達

はよく hangoutをしました。10月の fall breakに韓国人の友達 2人と日本人の友達と 2泊

3日でワシントン DC に行きました。バスで約 8時間掛かりました。ホワイトハウスやリン

カーン記念館、そしてたくさんの美術館に行きました。ホワイトハウスを見たときはとて

も感動しました。私達は様々な建物を観光したり、写真を撮ったりとたくさんのいい思い

出が出来ました。機会があればまた行きたいです。年末は 1日だけニューヨークへ行き、

タイムズスクエア、チャイナタウン、ワールドトレードセンターを観光しました。夜はエ

ンパイアステートビルに行き、ニューヨークの夜の夜景を眺めました。本当に綺麗な夜景

ですごく感動しましたが、ニューヨークは物凄く寒くて、寒さに耐えることが出来ません

でした。綺麗な夜景がとても印象的でした。年越しではタイムズスクエアに行きました。 

冬休みが終わりまた新しい学期が始まり私はまた ESLの生徒でたくさんの友達も出来ま

した。授業も前学期と比べて変わりはありませんでしたが、私はもっと英語力を上げたか

ったので勉強をする時間をたくさん増やしました。図書館で勉強したり、アメリカ人の友

達とたくさん喋ったりと積極的になりました。Spring breakにはベトナム人の友達と日本

人の友達とアメリカ人の友達とドイツ人の友達と 5人でフロリダのディズニーワールドと

シーワールドへ行きました。車で約 10時間も掛かり、最初の 1 日目にディズニーランド、

2日目にアニマルキングダム、3日目にシーワールドへ行きました。日本とは違い物凄く広

くて驚きました。まさに夢の国そのものでした。 

学校も終わり最後には友達とみんなでご飯に行き、その後で UNCWのパーティーに行きま

した。最後の日に友達と別れるときは本当に辛く、たくさん泣きました。また絶対に逢お

うと約束をしました。今振り返れば本当に長いようで短かった 9ヶ月間でした。嘘のよう

にあっという間に時間は過ぎ去りました。英語以外にももっとたくさんのことを学びまし

た。最初は全然生活に慣れませんでしたが、帰る日が近付く度にもう少しアメリカに居た

いという気持ちがいっぱいでした。もし留学をしていなかったら得られないものもたくさ

んあったと思います。UNCWで出来たたくさんの友達や思い出、楽しい日々が本当に忘れら

れない私の最高の留学体験になりました。帰国後ももっとたくさん英語を勉強して、いろ

んな人達と国際交流したいです。とても感謝しています。ありがとうございました。 
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長期留学報告書 

～アメリカの思い出～ 

 

           パシフィック大学  14F0068 島村 佳典 

 

 私は今でも鮮明に覚えている、一年前の今頃、私はアメリカに行くことを決意した。

元々、私の夢はアメリカという土地で生活することだった。なぜなら、小さいころからメ

ジャーリーグやアメリカの映画、ハリウッドスターに憧れていた。もちろん、留学先では

英語を学ぶつもりでいたが、それらの楽しみも抱えながら、アメリカ留学することになっ

た。 

 ２０１２年１月２８日、期待と不安を抱えながら、中部国際空港に着いた。今まで海

外にほとんどいったことがなく、飛行機の乗り継ぎや現地で自分の英語がどこまで通用す

るのかとても不安だった。案の定、アメリカの現地でトラブルが起きた。飛行機の乗り換

えのためターミナルを変える必要があったにも関わらず、変えなかったためチケットが発

行できなかった。その時パニックになり、あたふたしていたところを現地のアメリカ人が

声をかけてくれて、助けてくれた。その時の英語力では完全にには聞き取れなっ方が、私

が行かなければならない場所を的確に教えてくれた。アメリカに来るまでは、騙されるの

ではないか、また誰も助けてくれないと思っていたが、いい意味で期待を裏切られた。そ

の時、心のそこから世の中助け合いだと感じた。そのような、トラブルを乗り越え大学に

ついた。この時、１５時間近くのフライトに加え、８時間近くの待ち時間と移動時間で体

はクタクタになっていた。そして部屋についた時、夜の１２時にも関わらず、ルームメイ

トがいなく自己紹介ができなくて、モチベーションが下がった。次の日私はここで初めて

挫折した。ルームメイトの粋な計らいで昼食を、彼の友達と一緒に食べることになったの

だが、学食のテーブルに軽く１０人くらいいた。元々人と関わるのは慣れているため、会

話できると思っていたが、ネイティブの会話スピード速すぎたため全く聞き取れず、一言

も話せなかった。今思えばこの時のこの挫折があったから英語の勉強を頑張ろうと本気で

考えたのかもしれない。 

 そして日がたち、授業の日がきた。この日に EnglishLanguage Institute （ELI）の学

生と顔を初めて合わせた。様々な人種の人がいた。例えば、中国、韓国、サウジアラビア、

日本人など、、、留学にきたという現実を肌で感じた。それから、毎日授業を受け、宿題を

して、それらが終わるとアメリカ人と会話などをして友達を作るという日が続いた。 

 授業を受けているときに、日本とは全く違う発見があった。日本人以外の学生の授業

に対する姿勢がとても積極的だった。自分の分からないことがあれば、すぐに質問をして、

思ったことはすぐに発言するというものだった。日本で先生などの上の立場の者が発言し

た一度で聞かなければならないという、暗黙のルールがある。しかし。このルールがある

ため、ただでさえ違う言語で勉強しているのに、理解できるはずがないと感じた。この問
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題は、これからの日本人の問題であると思った。また、授業の初め、普通は自己紹介をす

る。ここでも問題があった。それは、日本人の自己紹介は皆同じ形式でいい、とてもつま

らなと周りに評価された。これから、自分たちが就職活動をすると仮定して、このように

ほかの人と変わりのない、記憶の残らない自己紹介では成功しないと強く感じた。それか

ら、私は自分をたくさんアピールできるように簡単な英語から覚え、友達を作ろうと頑張

った。 

 留学先では、春休みがあったため３泊４日でカルフォルニアに友達と行くことにした。

今まではオレゴン州の大学で生活していたため、初めての旅行だった。オレゴン州の治安

がいいのに対して、カルフォルニアはそれほど良くないと聞いていたので、とても心配だ

った。カルフォルニアに行った理由は、ディズニーランドがあるからだ。そして、とても

楽しみにしていた。結論から言うと、この旅行は失敗続きでとても大変だった。飛行機チ

ケットがなぜかキャンセルになり、空港まで行ったのに大学まで戻りチケットの取り直し、

ホテルを間違えたくさん歩いて、やっとの思いでついたホテルの予約がなくなっていた、

とても災難が重なった、しかし、この大きな失敗こそがとても成長できたのだと思う。な

ぜなら、まず言語が１００％通じないアメリカで、何としてでも生き残らなければならな

いくなったので、私たちは持てる力を一つにして協力した。これらの経験を乗り超えたた

め、少しの失敗でパニックにならなくなった。自分の成長を感じることができた。 

 そして、春休みも終わり、残すところあと７週間になった。この時点で、たくさんの

友達ができ、たくさんのイベントに参加してしたため、満足していた。なぜなら、ここま

でたくさんの試練を乗り越えたことにより、自信が過信に変わっていた。それを強く感じ

たのが、中間テストのスピーキングテストでした。相手の行っている意味が分かるが、正

確に自分の言いたいことがいえず、結局テストは惨敗だった。 

 この時に、私は留学を延長することに決めた。元々一日でも長くアメリカに滞在した

かった自分からすると、当然の結果だった。そして、親に自分の英語力をもっと高めたい

ので延長したいと相談した。そんな時に、親にとても感謝した。なぜなら、一度も反対せ

ず、すぐに賛成してくれた。今まで、親という素晴らしさをあまりしらなかった私にとっ

てとても大きなものだった。ただでさえお金がすごくかかる留学で、そのな中でも私の意

見を尊重してくれる親にとても尊敬した。そして、これからもより英語の勉強を学びたい

気持ちが以前に増して、モチベーションがあがった。 

 別れとは早いもので気がついたら、春学期が終わりを迎えいた。九割近くの ELIの生

徒が母国に帰るため、つまりもう会うことがない。そのため、私はものすごい虚無感に襲

われた。しかし、この別れを乗り越えないと次に進めないと思っていた。空港まで行き、

みんなとハグをして、日本人の友達とは会えることを信じ、お別れを済ませた。 

 春学期を終え、とても大きな変化が訪れた。それは、今まで春学期は寮で生活してい

たが夏の学期はホームステイ先で生活することに決めていた。なぜなら、新しい場所でも

う一度自分のコミュニケーション能力を見直したいと考えたからだ。そのためには、自分
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でホストファミリーを探し、コンタクトを取り、すべて自分でやらなければならなかった。

この経験もとても自分に良かったと思う。自分より立場の上の人に使う英語を学ぶことが

できたからだ。人生で一度もアメリカの家に入ったことがなかったため、初めて入った時、

まるで映画の世界に来た気分で嬉しかった。それから、毎日学校に通いながら、家の手伝

い、またホストファミリーたちとキャンプやテニス、海や川、様々な場所に行きアメリカ

の土地を楽しんだ。夏期講習でにできた日本人の友達とシアトルにも行った。そこで、小

さい頃からの夢であったメジャーリーグの試合を三日間連続で見た。偶然にも、その時に

シアトルマリナーズでプレイしてイチロー選手がニューヨークヤンキースに移籍した日で

とても貴重な試合を見ることができた。シアトルへは３泊４日の旅行だったが、過去の経

験により、一度もトラブルなく充実した旅行だった。アメリカで様々な土地を訪れて共通

していたことが、人の優しさである。旅先で道を聞いたら１００％の確率で分かりやすく

答えてくれるということだ。アメリカで人との繋がりについて深く考えさせられた。 

 夏も終わり、そろそろ帰国の日が近づいてきた。アメリカは９月から新学期というこ

とで新しいアメリカの生徒または、新しい ELIの生徒も新しく来るためとても期待してい

た。そんな新しい友達と仲良くなり始めた時に、無情にも帰国する日がすぐ来てしまった。

アメリカで一番嬉しかったことは、私の誕生日が１０月３日ということもあり、知り合っ

たばかりの友達大勢からサプライズパーティーを開いてもらえた。あまりの嬉しさに涙は

流さなかったが、脱帽してしまった。帰国する２日前にもお別れ会も開いてもらえ、自分

がとてもよい出会いをし、良い友達をもったことを実感できた。 

 帰国日は空港で手続きも一人でし、一人で乗り継ぎ、道に困っても人に尋ねても完全

に相手の言いたいことが理解できるほどの英語力がついていた。当然と言えば当然だが自

分では成長したと思う。初日の空港での不安がとてもちっぽけに考えられるほどアメリカ

ではたくさんの経験をした。その度に、成長と挫折を繰り返した。 

 最後にアメリカで学んだことはここに書ききれないほどある、もちろん英語力もそう

だが、一番は人と人が関わることで何よりも大きな達成感、一体感を感じることができ、

また別れや悲しみ、喧嘩それらを繰り返し成長していくことはアメリカでも日本で世界で

も同じではないかということ。これらの人の関わりを自信をもって生活したいと思う。２

１年間のたった９ヶ月の経験だが人生で一番内容の濃い一年を過ごせたと思う。これから

も、日々成長を掲げ、毎日を楽しく乗り超えて行こうと思う。最高のアメリカの生活をあ

りがとう。いつか、またアメリカに帰ろうと思う！！ 
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長期留学報告書 

 ~初の長期留学~ 

                南開大学  15F1012  及川 久史 

 

私は 2012年の９月から約１年間中国天津市の南開大学に留学していました。 

実は一昨年 2012 年の夏短期留学で 2週間ほど南開大学に留学したことがあるのですが、

本当に短い期間で大学内や付近の事しか知らずもっといろいろな場所に行ってみたいとも

思っていました。 今回は何人か同じ大学に中長期留学に参加する人たちの中に一昨年特

別留学で半年間南開大学に行っていた友達がおり、彼のおかげで到着まもなくはとても助

かりました。大学の中もとても広くまだまだ知らなかった場所もたくさんあり、新しい食

堂や銀行、飲み物などを売っている売店も教えてもらいました。 

最初のころは出発前から中国と日本の尖閣諸島問題の関係でデモが中国国内ですでに起

きており天津も起こると言われていて不安でした。手続きを済ませ数日が立ち授業が始ま

ると一番デモの注意が必要といわれている日が近づいてくると中国の大学の先生と国際セ

ンターから必要以外の外出を避けるようにと言われました。そのおかげで大きなトラブル

に巻き込まれずに済んだのですが、聞いた話によると市内中心部にあるヤマダ電機や伊勢

丹といった日本の店が多く並んでいる通りでデモがあったそうです。その後は大きなデモ

はなくなり普通に外出も出来る様になったのですが、まだ反日感情の中国人は多くおり日

本車のエンブレムの所に中国国旗のステッカーを貼っていたり「魚釣島は中国の領土だ！」

と書かれたステッカーを貼った車が多くみられました。その他にも私が一緒に留学に行っ

ていた友達と出かけその日は秋に入りだんだん肌寒くなってきた時期で外の温度を考えず

に薄い服を着て出かけてしまい歩いて帰れなくもない距離だったのですが寒すぎてこのま

までは危ないのではないかと友達と考えタクシーを探すことにしたのですが、空きのタク

シーがなかなかみつからその後やっと見つかり乗り行き先を告げると何人だと聞かれまし

た。そのときのことをはっきりとは覚えていないのですが、日本人と答えると「降りろ！」

と乗車拒否をされました。 その他にも大学内のスーパーで入店拒否をされたこともあり

ます。どうしても中国人のように中国語を話せるわけではないし、どうしても日本人や外

国人の話し方になってしまうので、話し方で分かってしまいます。なのでしばらくはデモ

の前後はタクシーに乗らず、歩いて行ったこともありました。 こういった中国人がいる

いっぽうで日本が好きであったり日本語を勉強している中国人の人たちも多くいて、その

人たちを交流することが出来る日中交流会というのが毎週行われており私も毎週ではあり

ませんが参加していました。初めて参加した時には中国人の多さそして日本語をとても流

暢に話しているのに驚きました。私はこの交流会に参加して中国人の友達を作ることもで

きたし中国語を教えてもらったり、日本語を教えたり中国の文化も多く得ることができと

てもよかったと思います。 交流会で知り合った方々とは今でも中国の微信や QQといった

アプリケーションを使用して連絡を取り合っています。 次に授業についてですが前期は初
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級１班で勉強をしていたのですが、初級１は中国語を初めて間もない人たちが多く中国語

を発音などの基礎からはじめていきました。 授業も中国語と英語を使っていて解説がほ

ぼ英語だったので私や他の日本人の方も少し分かるまでが大変といっていました。 短期

留学では同じ大学の人と授業を受けていただけだったので初めて違う国の人たちと一緒に

授業を受けることになり最初はみんなうまく中国語で会話が出来ず大変でしたが授業が終

わりに近づくころにはみんな仲良くなりご飯を食べに行ったりとてもたのしく過ごすこと

が出来ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期は３か月の勉強の甲斐か少しあったのか初級２班ではなく中級１班で勉強すること

が出来ました。 中級１班の内容は初級１班とレベルが全然違っていて、授業中はすべて

中国語で、クラスメイトもほとんどが前学期初級２班で勉強していたという人ばかりで同

じく前学期初級１班だった人たちと「難しいね！ついていけるかな！？」と話していまし

た前学期中級１班だった同じ名古屋学院の友達にも「何もしないとそのまま時間が過ぎて

終わっちゃうよ。」といわれたのでとにかく頑張っていこうと思い勉強していました。中級

１のクラスは討論のようなものがあったり決められたテーマについて自分で調査や人に質

問をしてきてまとめて発表といった内容もあり難しいけどとてもいい内容だったと思いま

す。今学期は運動会や前学期参加できなかった学校での日帰り旅行に参加したりと授業以

外の行事もとても楽しかったです。 

運動会は最初は乗り気ではなくなんで運動会をやるのだろうといった感じだったのです

が、クラスでＴシャツを作成したり運動会当日もみんなが盛り上がっていて私の参加した

綱引きで１位になったりして私も楽しく過ごすことが出来ました。  
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大学内の旅行では大学から観光バスに乗り１時間ほどいったところにある盘山という山

に行ったのですが、そこは中国違う地方からも多くの観光客が訪れるようなとてもきれい

な場所でした。山の途中途中にお寺があったり滝が流れていたりで私は中国で初めて山に

登ったのですがやはり山の上に立っている寺や建築物を見るとこんな場所に建てたんだと

いう建築技術に驚かされます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は朝早６時過ぎに出発したのですが班によって時間差があり私の班はほかの班より

少し遅かったのかここまでいっていいと言われていた場所まで行くことが出来ずとても残

念でした。 
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学校の行事以外にもクラスメイト数人と休日に出かけたりもしました。 例えばスケー

トをしにいったり動物園に行ったりです。スケートは初めての経験でしかも中国でという

ので不安でしたが最初は難しかったですがだんだんうまく滑られるようになっていったと

きはとてもうれしかったです。そして動物園は日本と比べると動物のいない檻が多くあっ

たりしましたが、日本で見ることのできない鳥やパンダなどの多くの動物を生で見れたこ

とに感動しました。知り合いになった中国人の人に動物が少なくてしかも汚いと言われて

いたのですが、私はそこまでは感じませんでした。その他にもクラス会で集まって食事に

行ったこともあるのですが、その時にお互いの国の紹介をしたり家族の事や大学の紹介を

したのですが驚いたのが国の文化の違いです。後期の私のタイ人のルームメイトも宗教上

牛肉を食べることが出来なかったりお茶をあまり飲む習慣がなかったりと驚かされること

がたくさんあります。 中国も食事の時に肉の骨や食べられない部分を紙ナプキンや空い

たお皿ではなくテーブルの上に直接置いたり、食事をごちそうになっているときは全部食

べきるより少し残す方が良いなど同じアジアですぐ近くの国でもこれほどの違いがあるの

はやはりすごいと思いました。他にも中華料理いがいにも他の国の知らない料理を紹介し

てもらったりしました。 私のルームメイトのタイ人にもタイ料理のお店に連れて行って

もらって初めて食べましたが、どれも病み付きになる味でした。やはりまだまだ知らない

国や文化、料理はたくさんあるんだなとそしてもっといろいろ知ってみたいなと思いまし

た。後期に外国人とルームメイトになれたことは貴重な経験でいい勉強にもなりました。 

今回長期留学に参加して語学以外にも中国人やいろいろな国の人とコミュニケーションを

とったり交流をして多くの友人が出来ましたし、多くの文化や習慣を学ぶことが出来まし

た。 今回長期留学に参加できたのも私の両親大学の先生方国際センターの方々の協力の

おかげです。 今回は本当に貴重な経験をありがとうございました。 
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留学報告書 

～ 留学先での生活 ～ 

 

        ノースキャロライナ大学ウィルミントン校  14F0030 各務 由布毅 

 

たった４ヶ月という短い期間でしたが、この留学生活は僕に多くの経験と思い出をくれ

ました。そして、多くの新しい出会いがありました。 

まず、アメリカについて International houseに入った初日に出会いがありました。初

日ということもあって何をしたらいいかわからなかった時に、たまたま通りかかったベト

ナム人の International studentの人がまず買い揃えといたほうがいいものを教えてくれ

たり、どこで買えるかとか教えてくれたり、あと校内の案内をしてくれました。そして、

その生徒とはものすごく仲のいい友達になり今でも連絡は取り合っています。そこから数

日の間は何をしたらよいか全く分からず、特にやることもなく、自分の英語能力も全然不

十分だということで、友達もそんなにできるわけでもなく退屈でもう帰りたいと思う自分

もありました。今思えばもっと英語を勉強しておけばよかったと思います。次に出会った

のが、タイからの留学生で、同じ寮に住んでいて日本語も話せるということで、いろいろ

と助けてもらいました。そして、授業初日のオリエンテーションで他の ESLの生徒と対面

することになりました。1つのクラスの中にドイツ、サウジアラビア、ベネゼーラ、フィリ

ピンからと多くの留学生がいて楽しみ半分、不安半分という感じでした。最初の頃は、自

分からなかなか話しかけることができませんでしたが、だんだん日が経つにつれ話せるよ

うになり友達も出来てきました。そして、寮での友達も増えました。そして、留学での生

活が大きく変わっていったのは、Conversation partnerが出来てからだと思います。僕は

だんだん学校が終わるたびに、partnerのアパートによく行くようになり、最終的にはほぼ

毎日行き、毎週末泊まっていました。そこには、partnerのルームメイトが 2人いて、1人

は中国人、もう 1人は両親がフィリピン人だけれども生まれも育ちもアメリカだという人

でした。そして、そこに UNCWに来て初めて会った時に助けてくれたベトナム人の友達と４

歳の時にアメリカに来たラオス人の友達もよくそこへ来てよく一緒に僕を含めた６人で一

緒に時間を過ごしていました。時には授業が終わってから図書館にこの 6人で集まりよく

勉強していたときもありました。そして、誰だったか忘れましたがこの 6人の中の誰がも

う家族みたいだねと言い出して、みんなそうだねと言いほんとに家族みたいでした。そし

てよく、Family dinnerと言って 6人で外食をしたり、クリスマス前にはみんなでプレゼン

ト交換などもしました。僕は Host familyの申請はしていなかったのでいませんでしたが、

もうそこは何も気を使う必要のない家族みたいな存在になっていて、そんな友達や家族が

できて本当に嬉しかったです。僕はこの６人と本当に長い時間一緒に過ごし、僕の英語も

よく直してくれ、おかげで英語の能力も大きく伸びました。友達は他にもたくさんいまし

た。寮の友達とはよくゲームをしたり一緒にジムに行ったりしました。ゲームをしている
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時にみんなで興奮しすぎてよく寮のリーダーに注意されましたがそれもいい思い出です。

そして、たまに一緒にバスケをしたり、プールに行ったりもしました。あとは、寮のキッ

チンを使って料理を作りみんなで一緒に夕食を食べたりもしました。他にも多くの友達が

いて友達の家に言ってよくパーティーをしたりしました。たまに、パーティーの時に日本

料理を作ったりもしてみんなで食べました。今でも、留学生活の思い出ははっきりとおぼ

えています。それだけこの留学生活が魅力的で素晴らしいものだったということです。 

アメリカでの授業は、初めの頃は正直言って不安だらけでした。初めての環境で、すべ

てが英語で何を言っているのか初めはよく分からず不安で、多分こう言っているのだろう

と思っても本当にあっているのかなあと、よく不安に思いました。日本でも外国人の先生

に英語だけの授業を何回か受けたことはありましたが、別物でした。ですが、だんだん慣

れるにつれ言っている内容もわかるようになりいつしか不安もなくなっていました。それ

だけでなく、クラスメイトにはサウジアラビアから来た人とベネゼーラからきた人がいた

ので、クラス内で色々と交流ができたり、授業中のグループワークで一緒に問題を解いた

りしたりなどいろいろなことができ、このようなことは日本ではできなかったので新鮮で

したし、とても楽しかったです。 

僕はアメリカに来た初日の夜に 1人でレストランに行ってみたのですが、入った後どう

したらよいかわからず、そのまま案内されるまま席に座りメニューを渡され、店員が何か

言っていましたがその時は、何が何だか全く分からずとりあえずハンバーガーとコーラを

頼んだのですが、その後店員が何かを言っていたのか、その時は全くわからなかったので

とりあえず Yesとだけ言ったのですが、今思うと向こうではハンバーガーを頼んだ後ハン

バーグの焼き加減や、どんなトッピングをするかのどと聞くのでそのことだったのだと思

います。それに、買い物の時も最初は結構戸惑いました。ですが、アメリカでの生活に慣

れるにつれ、最初はうまくできなかった１人での買い物や、レストランでの受け答えもで

きるようになり嬉しかったです。 

そして、授業も全て終え卒業し、寮を出た後は友達の家で残りの期間を過ごしていまし

た。現地の学生はその学期の授業を終えるとそれぞれの実家に帰ってしまうので、そこで

の別れはたくさんありましたが、みんなまた会おうなどと言ってくれ、とても嬉しかった

です。この卒業したあとの期間は１人でいる時間も多かったですが、友達と一緒に遊んだ

り夕食を食べに行ったりなどして有意義に過ごせました。そして、日本に帰るときには空

港にまで来てくれてとても嬉しかったです。 

そうやって過ごした４ヶ月というあっという間の留学でしたが僕はそこで、いろいろな

ことを経験し、多くの出会いがあって、自分も成長できたと思うしとても有意義でとても

思い出に残った留学でした。向こうで過ごす４ヶ月はあっという間で今のはっきりと思い

出に残っています。なんでもっと早くに留学に行かなかったのかと少し後悔しています。

もしまたこのような機会があったら絶対また行きたいです。それほど留学は僕にとって素

晴らしいものだったのです。 
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中期留学報告書 

 

  ノースキャロライナ大学ウィルミントン校 15F0052 颯田 理佳子 

 

私は、中学生のころに英語を本格的に習い始めました。小学生のころ英会話に通ってい

たけれど、英語が何かとかどこの国の言葉だとか英語の存在の意味をあまりわかっていな

かったと思います。中学生にあがったときに、ほかの国の言葉をペラペラ話せるってかっ

こよさそうだな。と思ったのがきっかけでこれからも英語をずっと学んでいきたいなと思

うようになりました。それでも、やっぱり勉強という型にはめてしまうとなかなか勉強す

る気にならなくて、英語の力なんて微塵もつきませんでした。それでも漠然と留学してみ

たいという気持ちがあって、中学３年生のときに１７日間のオーストラリアホームステイ

プログラムに参加しました。そこでは、ホームシックになってしまって英語を学ぶことも

ホストファミリーともうまくいかずに終わってしまいました。それでも、英語うまくなり

たいという気持ちはなくならず高校、もしくは大学生になったときに留学できたらいいな

と思っていました。高校で１年間の留学プログラムに参加しようと思ったけれど勇気が出

ずこの大学の留学がラストチャンスでした。そのラスチャンスにしっかり勉強できなかっ

たので、私費という形になったけど、両親のおかげで行くことができました。母親の苦労

を知っていたので、私自身少しでも多くのことを学ぼうと思っていました。それでも出発

前は憂鬱で少しもわくわくなんてしなくて、家族や友達から離れて４か月も生活するなん

てできるのかと不安でいっぱいでした。それでもあきらめずに出発できたのは、周りの友

達がいっぱいメールくれて頑張ってねと応援してくれたからだと思います。さみしいけど、

頑張ってと言ってくれる友達がいる自分は幸せ者だなと思ったらすごく力になりました。

それでも行きのフライト中はずっとお母さんとか友達から離れることに心が折れてしまい

そうだったし、ずっと憧れていたアメリカについても少しもアメリカだ！なんてはしゃぐ

気持ちはなかった記憶があります。友達にもわたしが名古屋で一人暮らしを始めてすぐに

ホームシックになっていたのを知っていたので、一番心配かけていたし、その予想通り最

初はさみしくてどうしていいかわからなくて本当に帰りたい気持ちしかありませんでした。

学校についても、しばらくは予定がなくてすることもないせいか不安だらけっでした。寮

に入った時に、日本に留学経験のあるタイ人の子が話しかけてくれて、その子は日本語も

話せる子ですごく安心したのを覚えています。英語を学びにきたのに日本語の話せる人と

ずっと一緒にいるのはいいのかな、という気持ちもあってけれど、やっぱり生活していく

うえで親切にしてくれるその子がいなかったら何もできてなかったなと思います。そして、

私のルームメイトはイギリス人の子でした。彼女はいろいろ親切にしてくれたのですが、

毎朝毎朝彼氏と大きな声でスカイプをするので毎朝その声に起こされて苦しめられた記憶

があります。訳あって部屋を変わることになったときにハグされたときは、根はいい子だ

ったのでさみしかったです。スカイプがうるさい件に関してはみんなから本人に言いなよ
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と言われたのですが、そんな勇気もなく言えずじまいでした。向こうの人たちは言いたい

ことはちゃんというみたいだし、それで仲が悪くなることもないみたいで言えば直してく

れるだろうし、ちゃんと向き合わなかったことには後悔しています。 

授業は、先輩たちが口をそろえて難しいとか宿題が多くて大変だと言っていたので構え

ていたけれど、ノースカロライナ大学はそんなに難しいということはなかったと思います。

もちろん最初は先生たちが何を言ってるかわからないし、日本人は予想通りの静かさで私

もまったく発言しなかったしできなかったし、今英語が成長したかと聞かれたらそうは思

いません。それでも、少しは発言してみようとか周りが頑張ってる姿が刺激になって初め

て聞いた単語とかをノートにとってみたり、授業が終わったら Facebookや Twitterで英語

の投稿を読んだりとか少しずつ日本じゃしてなかったようなことをするようになりました。

ほかの人からしたらふつうなことでも私にとっては少しの成長です。それでも、ずっと聞

いてわからない単語はメモして調べて Facebookなのでアメリカやカナダの友達の投稿を見

て使い方などを見ていくうちに授業も少しずつ何をしろと指示されているのかわかるよう

になった気がして本を読んでいても状況が理解できるようになりました。それは辞書で単

語を調べながらだったりしたけど、そういう行為がとても楽しかったです。日本とは違っ

て発言するのが普通のアメリカでは、日本にいるときよりプレゼンテーションの授業も当

然多くて、やっぱり人前で発言するのが好きじゃなかったわたしは嫌で仕方ありませんで

した。それでもやっていくうちに、日本の子と自分のこと調べたことを紹介することが楽

しくなったし、その分ほかの国のひとの話を聞くのはとても楽しかったです。プレゼンテ

ーションの技術が上がったとは思わないい、緊張することも好きじゃないけど今はプレゼ

ンテーションを準備して発表することはなんとなく好きな気がします。ＥＳＬは英語を学

びに来ているのだから、少し恥ずかしくても間違えてよかったと思ったし多少恥をかいて

ももっともっといろんな間違いをしていっぱい発言をすればよかったと後悔していますが、

自分の中でどのように勉強したらいいかとか少しわかった気がするし、もっとこれからも

自分の好きなように英語を学んでいきたいし、自分のやりたいようにやるのが一番効率の

いい勉強法なのかなと思います。私は、授業を受けたりするなかで思ったのは強制的なも

のだとやっぱり覚えられなくて、留学は自分で選んだ道だから迷いながらもできたけれど、

やっぱり自分の興味あることから覚えるのが良いなと思いました。映画を友達とみにいっ

てみたり、パソコンで映画をみたりカンバセーションパートナーと会ってみたりいろんな

学び方がそれぞれあると思うし、みんな同じ勉強法をする必要はないんだなということが

わかりました。高校のころにもっとしっかり勉強しなかったことにも後悔したけれど、そ

れだからこそ改めてしっかりわかったこともあったし、新しい疑問だってわきました。そ

れを直接先生に聞くのが気を引けて私は友達に聞いていたけど、ちゃんと考えてくれたし、

それを説明するのはネイティブでも難しいと言われてしまったけどそれでも真剣に考えて

くれたし、何かあれば聞いて一生懸命になればそれに友達も答えてくれたしうれしかった

です。 
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そしてこの留学で何よりも成長したのは、気持ちの面だと思います。人見知りで人より

誰かと仲良くなるのは遅いほうだけど、留学生活中にいろんな出会いがありました。ノー

スカロライナ大学には、大阪の大学からも短期プログラムだったりで来ているのですが、

その子たちは私が海でクラゲに刺された時も遊ぶのそっちのけで手当てしてくれたし、ア

メリカ人の人が浜辺まで運んでくれたり、一緒にいろんなところにいったりご飯食べたり

パーティーしたり喧嘩したり、いろんなことがありました。まさかアメリカでそこででき

た友達と喧嘩するなんて思ってなかったけど、それだけ不満がってその不満をぶつけれる

相手ができたのはよかったなと思います。そして、私はホストファミリーをつけてもらっ

ていたので週末やサンクスギビングなど一緒に過ごしたりしたのですが、子供たちは一緒

にずっと遊んでくれて私のことでだだをこねてくれたりしたし、お父さんといろんな話を

したりお母さんと話して映画をみていろんなところに連れてってもらえて、本当に幸せで

した。中でもビーチにはよく一緒に行きました。その時にお母さんが必ずサンドイッチを

作ってくれて私はそれが大好きでした。私はホストファミリーとのお別れのときにとても

泣いてしまったけれどずっとこれからも付き合っていくことだってできるし、誕生日のと

きにはメールくれるし行事ごとにメールし合っているし、友達とも Facebook上で話したり

してるし、日本に行きたいと言ってくれてる人がいるし本当に留学に行ってよかったなと

思います。世界に友達がいるってすごいことだし、アメリカ人だけじゃないから、ほかの

国にも興味がわいてその国についても調べてみたりしました。そして行きたい国が増えた

り自分の興味関心が増えたのもうれしいです。最初あんなに不安がっていてのが嘘みたい

に、今はノースカロライナに行きたい思いが強いし卒業するまでにはもう一度行きたいと

思います。この留学は、語学力よりも人間関係や親や友達にたくさんの感謝する気持ちの

増えた留学だったと思います。 
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中期留学報告書 

～大きな挑戦～ 

 

パシフィック大学  15F2006 石本 麻子 

 

留学した４ヵ月は私に自信を持たせてくれる経験がたくさんできた。たとえば、私が入

った寮は１年生などのフレッシュマンが入る寮だったため、冷暖房、キッチンがない寮だ

った。だが、帰国後成人式を控えていた私にとってキッチンなしの生活は厳しいと考え、

違う寮に移ることを決意した。だがしかし、それは簡単なことではなかった。ほとんどの

寮が４人でシェアハウスしている。その入りたい部屋に自分で出向き、自分が入居してよ

いかという許可を自分で取りに行かなければならないのだ。そのあとの申請なども自分で

行わなければならず、すべて自分でやる必要があった。はじめはアメリカ来たばかりで私

には無理だ。と諦めたがこれを成し遂げた時には自分にとって力、自信がつくのではない

か。と思い頑張ることができた。だが、終始不安は付き纏いとても大変だった。喋る前に、

私の英語は通じるだろうか・・と毎回考えていた。この不安が少しでも減った時期があっ

た。それはシアトル、カルフォルニアに旅行にいったからである。そこでは友達以外助け

てくれる人はいない。もちろん道などわからないのでわからなかったらすぐに人に聞く。

ということにしていたのでそこで少し不安が減った。私が言っていたオレゴン州のフォレ

ストグローブは英語になまりもあまりないと聞いたので英語を学ぶ上でとてもいい環境に

あるとおもう。そして学校から２時間行ったところに大きい都市があり、そこではショッ

ピングなどが楽しめる。１日乗車券が＄５なので気楽に楽しめる。 

授業では日本人以外にサウジアラビア人、韓国人、中国人がいた。そこでも独特なイン

トネーションなどの理解、日本人にできないイントネーションが多々あることに苦しみを

覚えた。しかし、コンバセーションパートナーという制度があり、学生×留学生という１

対１のペアを作ってもらい、二人の都合のいい時間に会い、会話をし、英会話上達に励む

という制度だ。この制度はとても私にとって大切な時間であった。私のパートナーはハワ

イ出身でとても優しい人であった。時には夕飯を食べに行く、招待してくれるなどとても

楽しかった。アメリカの食事は日本と比べるとボリュームが大きく、日本食とは違う魅力

があった。だが、パシフィック大学の近くにはアジアンショップがあり、日本食が手に入

る。授業とは他に日本語のレギュラークラスの授業に参加した。そこでは留学生ではない

学生が受けている日本語の授業のお手伝いができた。その授業に参加していた生徒はとて

も日本語が上手でとても驚いた。毎回前半は日本についてのプレゼンをし、後半は宿題の

解説だ。宿題の解説を聞きながら理解できない部分をこたえるということをしていた。○

○って○○とはどう違うの？？と聞かれ、日本人は無意識に使う言葉でも外国人にとって

はなかなか理解できない日本語が多々あることを知った。そこでの時間はとても有意義で

とても楽しかった。私は異文化に興味があったため、そこでアメリカと日本のちがいなど
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を知ることができた。そこでも英会話ができ、自分を試すことができ、とても感謝してい

る。そこでできた友達と学校終わりなどに出かけることもあり、それもとても嬉しかった。

一番驚いた異文化はサウジアラビアの文化である。日本でいう学校すべてはすべて男女

別々であり、先生も女子校は女の先生、男子校は男の先生というのだ。結婚は親同士が決

めると聞き、とても違いを感じた。日本は男子校女子校が減ってきている中、サウジアラ

ビアではすべてがそうだと聞き、とても驚いた。 

これから留学に行く人へのアドバイスとしては、日本文化がわかるもの、日本食である。

というのもほとんどの生徒が日本から荷物を送ってもらっていたからだ。それには膨大な

送料がかかるので持っていけるものは持参したほうがよい。もし、余裕があるのであれば

たこ焼き器を持っていくといいだろう。私が関わった日本に興味のある生徒のほとんどた

こ焼きが大好きで、たこ焼き器持ってる？？と聞かれることが多かった。だが簡単に持っ

ていけるものではないので折り紙をお勧めする。私が寮を移転する際、お世話になった友

達に折り紙をプレゼントした。そうするととても喜んでもらい部屋に遊びに行くと飾って

くれていた。ほかにはアメリカはイベント好きなので仲良くなった友達の誕生日会に招待

されるかもしれない。そういうときにプレゼントできる日本のものを持っていくのもお勧

めする。ちなみに私は箸を持っていき、プレゼントした。イベントといえば留学した時期

にハロウィン、サンクスギビング、クリスマスなどがあったため、いろんなイベントに参

加することができた。サンクスギビングは日本には馴染みのないイベントだがこれはひた

すら食べて寝てという日である。中には感謝祭の前の水曜日から 5 連休とする州もある。 

感謝祭が過ぎるとクリスマスまであと一月となり、クリスマスプレゼントの購入に向けて

消費が動くため、各小売店では感謝祭をクリスマス・セールの前哨戦と位置づけ、客足を

あてこんで金曜日から特別セールを行う。金曜日の夜中にショッピングをする「ブラック

フライデー」、オンラインでショッピングする「サイバーマンデー」などもある。これはと

ても安くなることからこのチャンスを逃すまいとたくさん購入する。その雰囲気だけでも

味わうことをお勧めする。 

この留学を通して様々なことを学んだ。日本の大学は先生からのアプローチが多く、わ

からないことがあってもすぐに教えてくれるが、アメリカでわからないことがあれば自分

から聞かなければ教えてもらえない。そういうところもアメリカと日本は違う。もちろん

言葉の壁がある。だが、そこであきらめたら終わりである。日本人は喋ることではなく書

くことが得意である。慣れるまでは紙に伝えたいことを書きそれを利用するということも

できる。さらに友達ともメール、Facebookなので連絡を取り合うことで仲良くもなり、練

習もできるという一石二鳥である。ホームシックになることもあるだろう。だがそこで日

本日本とならず何度もあるチャンスではないのでアメリカの時間を思う存分満喫してほし

い。 
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中期留学報告書 

～挑戦、冒険、経験の 4ヶ月～ 

 

パシフィック大学  15F2057  樋口 裕子 

 

私にとってのこの 4ヶ月間はあっという間でした。初めての留学だったので、風景や出

逢う人、食べ物など新しいことばかりで期待に膨らんでいましたが挑戦の連続でした。初

日から、言葉の壁にぶつかりました。途中までは友達と共に行動していたので分からない

時は友達に教えてもらい、頼っていた自分がいました。でも、各々が自分の寮に案内され

てから、TAの人とペアで行動することになり、その時初めて友達がいない状況になり、不

安で仕方なかったことを今でも覚えています。サポートしてくださる方は皆とても親身に

なって様々なことを教えてくれますが、聞き取れないことがしばしばあり、聞き返しても

聞き取れないこともあり、自分の語学力のなさを再実感して、本当に焦りました。これか

らこの状況も日常のように続くと思うと、不安でいっぱいでしたが、もう今さらどうしよ

うもないので、分からないことがあってもうやむやにせず正直に質問し、自分から行動し

ていくことが大切なのだと感じました。毎日、言葉の壁と葛藤しながらもたくさんの人と

出逢い、少しずつ友達も増え、たくさんのコミュニティができていきました。まず寮です。

アメリカ出身の 4人のルームメイトとの出逢えたことは本当に貴重な時間になりました。

寮生活も初めてだったので、初対面の人と、部屋で生活することも緊張で、最初の頃は特

に慣れないことも多く、辛く感じることもありました。生活の時間帯や習慣が合わずに、

疲れることもありました。しかし、皆優しく接してくれて、分からないこともすぐに聞く

ことができるし、お互いの国の話をしたり、一緒にご飯を食べたり、生活する上で皆が助

けあったり、協力しあう事ができました。コミュニケーションを取る上でも、仕草、言い

回しなど、学ぶこともたくさんあり、また、言葉の壁を越えて、自分から話しかける勇気

を出せたのもルームメイトの存在のおかげであり、有意義な時間が過ごせました。寮の中

では、他にも様々な出逢いがありました。私の RA（resident assistant）は私のことをい

つも気にかけて、会うと必ず声をかけてくれました。寮でよく会う人、conversation partner

やその友達も同じ寮だったので仲良くなれました。基本的に皆フランクなので、お互い知

り合いでなくても挨拶してくれるのが嬉しかったです。寮内や学内だけでなく学校周辺の

ダウンタウンでも様々なイベントがあって、皆が一緒に盛り上がれる環境が日本ではなか

なかな味わえないので良かったです。そして、学校生活では、ELIのクラスで、いろいろな

国から来た人とクラスメイトになりました。中でもサウジアラビアから来た人とは初めて

出逢い、宗教の違いから文化が大きく異なっていてカルチャーショックでした。発音の訛

りも独特でコミュニケーションをとるのが大変でした。ある授業ではプレゼンでペアにな

りました。英語でプレゼン自体も経験が少ないので、私にとって挑戦で、その上サウジア

ラビアの人とも上手く理解し合えない時もありました。なんとかお互いに協力してプレゼ
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ンが出来上がった時の達成感はかなり大きなものでした。授業中には、出された内容につ

いてよくクラスメイト同士で話合う時間がありました。その中で、文化に関してお互い通

じ合えないことがありましたが、直接聞けたことで、生の文化を知れて毎回面白かったで

す。休憩時間でも、お互いの国の習慣について話し、自分の知らないことがたくさんある

ことや日本について改めて気づくこともありました。また、レギュラーの日本語の授業に

はサポートとして何回か参加する機会がありました。教えることが下手なので、参加して

役に立てるのかいつも不安でしたが、とりあえず、予定のない日は参加していました。自

分の知らない言葉もあって、自分の無知さに恥ずかしくなりましたが、参加してみてサポ

ートするだけでなく、自分にプラスになることもあって良い体験でした。 

 

    

My doom               ルームメイトお手製の役割ボード 

 

 

 

 

学校周辺の Farmers market 

 

留学中の冒険は、なんといっても旅行です。アメリカに居られる環境を利用して、カリ

フォルニア、シアトル、ニューヨークに行きました。大学内だと何かあっても周りに頼る

ことができる環境ですが、旅行では頼れるところはないので、すべて自分のことは自分で

どうにかしなければいけない状況です。何回か海外旅行の経験もありますが、ツアーでの

参加しかしたことがなく、今回は自分たちで行動しなければいけないので期待と不安で冒



184 
 

険の様でした。事前に先輩から”旅行に困難はつきもの”と聞かされていたので少し心構

えができました。どこに行くにも友達と旅行しましたが、言葉が堪能ではないぶん、道に

迷った時、分からないことがあるときはお互い助け合いました。困ったのは移動手段が公

共交通機関ぐらいしかないので移動は大変でした。その中でも困ったことはカリフォルニ

アディズニーランドの帰りのことです。予め予約しておいた迎えのシャトルが時間になっ

てもゲート付近に現れず、閉園後で人も少なく不安でいっぱいでした。そんな時に、シャ

トルの運転手から携帯に電話がかかってきて、向こう側に訛りもあって何を言っているの

か理解できず、その上、自分の話す英語も相手に伝わらず心が折れそうでどうしようもな

い状況でした。繰り返し、自分の居場所を伝えても、通じ合えない状態で、やむを得ず、

パークの方へ戻り、偶然出てきたキャストの方に助けていただき、なんとかシャトルと出

逢うことができました。その後もホテルへのシャトルを予約するのに電話が必要で、自分

の拙い英語を必死に話しなんとか辿りつくことができましたが英語を使って電話をするの

はそれ以来、トラウマになりました。事前に下調べしたり、行ったことのある友達に話を

聞いたりしても実際行ってみると何か違っていたり、分からないことが多々あって楽しめ

る余裕がない状況もありました。そんな時は、現地の人に聞くのが一番いい方法だと思い

ました。尋ねる人皆に共通していたことは、とても丁寧に説明してくれたことです。言葉

が堪能でない分余計になのかもしれませんが、心が折れそうになったときは励みになりま

した。中には少し日本語を話せる人もいて、人との出逢いが楽しかったです。こんなに波

乱な旅は人生で初めてだったので結果、精神的に強くなれました。訪れる場所全てが私に

とって初めてで興味深くて、自分の目で見て体験できたことが思い出になりました。 

 

     

       Adventure Park                Disneyland Park 
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New York                Seattle 

 

留学でアメリカを選んだ理由は移民の国だからこそ、様々な国籍の人たちに出逢えると

思ったからというのがひとつの理由でした。この 4ヶ月間を通して様々な国籍の人と出逢

う事ができ、習慣の違いを知ると同時に、自分の国についても考えることが何度もありま

した。そこから日本の文化の良さに気づくことができました。世界について知らないこと

があるのはもちろんですが、自国のことについても知らないことがたくさんあることに気

づけたのは大きかったです。あるとき歴史の好きなルームメイトが第二次世界大戦の話を

したことが印象に残っています。自分が歴史を忘れているせいで、上手く話せなかったの

が悔しかったです。知識がないと日本語でさえ話せないのに、英語なんて尚更無理だと感

じました。語学を習得することも大事ですがこの時はそれ以外の知識を知っておくことも

いかに重要か認識しました。人だけでなく旅行で違う州にも行けたことで、州によっても、

法律、街の雰囲気、建造物、風景、食べ物などの違いを知れました。日本人との考え方の

違い習慣の違いも感じ、確実に以前の私に比べて、視野が広がりました。私が住んでいた

オレゴン州の雰囲気は街や水がキレイで治安も良く、人が温かくて、この州の象徴である

山が富士山に似ていることもあって、少し懐かしい気分にもなる素敵な場所でした。学校

での環境はそこまで大きな大学でもなく、田舎なのでスーパーや中心部に遠く、不便な面

もありましたが、その分人が身近に感じられて、お店の人、スーパーの人、Pacific生、私

の周りにいた人は基本的にフランクに話かけてくれる人たちでいっぱいで、皆親切で振り

返ると本当に居心地の良い環境にいれたことを実感しました。そして、1年間でこんなに飛

行機に乗ったのも人生で初めてでした。以前だと少し飛行機に対する恐怖心があって 1人
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では乗れないだろうと考えていましたが、今では乗り慣れて恐怖心はなくなり、楽しく感

じられるほどです。旅行で様々な困難にも直面し、飛行機でもフライト通りに乗れなかっ

たことを経験し、何事にも冷静に判断できるようになり、帰りは 1人で帰国することがで

きました。そしてルームメイトや友達は私より年下や同い年の人が何人もいたのですが皆

大人っぽく感じました。外見だけでなく中身も自分をしっかり持っていて寮生活だからこ

そ自立している感じがしました。飛び級制度があるのも日本とは違うので人との出逢いは

刺激になりました。今まで自分の周りの人に頼っていた自分にも気づけました。たくさん

の経験ができたことに感謝でいっぱいです。語学留学でしたが語学だけでなく様々なこと

を今のこの時期に経験できたことで私にとって自信になった 4ヶ月間でした。 

 

 

                                   Portland 
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中期留学報告書 
～忘れられない出会いの数々～ 

 
国立高雄大学  15F2023 鬼頭 遥奈 

 
私は今回の留学を通して様々な経験をし、様々な人たちと出会いました。それらはすべ

てこれからの人生を大きく左右していくことだろうと思います。留学前の自分の色々な考

え方と今留学を終えての自分の考え方では大分良い方向に変わったんじゃないかと感じま

す。しかし語学の面では苦労することばかりでした。私は少々中国語を習っていたのです

が、実際は全く習っていない人とも大差ない位のレベルで留学したので留学当初は普通の

生活をしているだけでも日本に

いる時の何倍も疲れたりしまし

た。普段の生活でする様な事、例

えば、食べ物をスーパーで買う、

電車に乗るために切符を買う、な

どの日常生活もろくに一人で出

来ない時もありました。それらが

何不自由無く生活出来るように

なった頃から留学が楽しくなっ

てきました。当初は全く聞き取れ

もしなかった中国語が少しずつ

ではあるけれども単語が聞き取れるようになり、なんとなくどんな事を会話してるのかが

わかってきた頃はとても嬉しかったのを覚えています。それでもやはり私の中国語の語学

力はまだまだ未熟です。今でも中国語の語学力は私の悩みなのですが、留学当初はより語

学力が無かったので、非常に悩みました。それに加えて高雄大学に留学に来ている日本人

留学生は留学当初から私よりも中国語を喋れる人たちばかりなので、その人たちと自分を

比較して悩んでいた頃がありました。それでも頑張って

これたのはこちらで仲良くなった人たちの存在が大きか

ったと今、留学生活を振り返ってみて思いました。特に、

私と同じように中国語の語学力がほぼゼロの状態で留学

に来ていた同い年の日本人の子たちの言葉が私の救いに

なっていたと感じます。一人は、私が他の留学生の語学

力と自分の語学力を比べて悩んでいるという事を相談し

たら、彼女は私に、「他の留学生と比較しなくてもいい、

比較するから全然語学力が伸びていないと感じるけど遥

奈は私からみたら少しずつでも伸びてきてるよ」と言っ
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てくれました。その時は仲がいい子は出来ていたものの、まだ本当に信頼して相談できる

人はいない時期で、彼女が一番最初に出来た本当に信頼して相談できる相手でした。私と

同い年の留学生は意外にも少なくて、私を含めて 3 人しかいませんでした。現地の友達と

話したり、遊んだりするのは中国語の練習にもなるし、日本とは違う習慣が体験出来てと

てもいい経験でした。しかし、そんな中でもやはり同じ国で過ごしていた者同士で、なに

より同い年だったというのは、私にとってなにか特別な存在でした。留学してから悩みが

出来たら必ず相談していたのは彼らでした。日本にいる時に留学したいと思った理由は中

国語の語学力を伸ばしたい、それだけが理由でした。しかし、実際に留学したら、もちろ

ん語学力を伸ばすことは最優先事項なのですが、本当に信頼できて、共に悩みながら、共

に相談しながら、共に成長できるような友達が出来たことはこの留学をしていなかったら

無かったことで、私にとって貴重な経験だったと感じています。このように、色々な人と

の出会いもこの留学を通して大切だということを学びました。留学を通して出会ったたく

さんの人たちは私よりも人生観が豊かで、今まで私が狭い世界で生きていたということを

気づかしてくれました。これら全て、今回の留学でたくさんの人たちに出会った事を通し

て学んだことでした。私はこうして留学生活を終えたのですが、やはりまだまだやり残し

た事ばかりだと思います。留学以前は半年という期間がとても長く感じていました。本当

に半年という長い期間を外国で過ごしていけるのだろうか、という心配までしていました。

それほどに留学以前の私にとって、半年という期間はとても長い時間でした。しかし、い

ざ留学してみると異常なほど時間が早く過ぎていってしまい、今思えば半年はとても短く

感じています。それでもやはり留学当初は色々慣れないこともあり、まだ時間が遅く感じ

ていたと思います。しかし、生活に慣れだした頃からの時間が経つ早さは今までに体験し

たこともないほど早く時間が過ぎていきました。留学した人たちから、留学している間は

時間が経つのが早いと感じた、と私が留学する前にたくさん聞いてきたのですが、今にな

ってその事をしみじみと実感しています。台湾については本当にいい国だと思います。人々

も優しいです。日本にいる時から聞いていたように、親日国家だというのも頷けるほど日

本人にとっては住みやすく、台湾にいると日本人というだけで少し得した気分も味わえる

と思います。そのくらい台湾ではよ

くしてもらいました。特に私が感謝

してもしきれないのが留学生の生活

をサポートしてくれたチューターさ

んです。生活に慣れだした頃からは

お世話になることは少なくなってい

ったのですが、留学当初は彼らがい

なければ困ることばかりでした。そ

れは私だけじゃなく、他の留学生た

ちも感じていたことでした。彼らが
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いたから私たちはこの台湾での生活に早く慣れることができたと思っています。本当に感

謝しています。このチューターの制度は高雄大学は今回の学期で取り入れたらしく、初め

ての試みだったそうです。これからもこのチューターのシステムは続けていく様なので私

のような留学初心者や中国語の語学力が乏しい人でもサポートしてくれる人たちがたくさ

んいるので心配することもないと思います。生活面ではこちらの大学にはたくさんサポー

トしてもらって大変満足なのですが、留学生用の中国語の授業が少ないことは改善した方

が良いのではないかと思いました。留学生はほぼ中国語を勉強しに高雄大学に来ているの

で留学生用の中国語の授業をもっと増やしても悪いことはないと思うのですが。その事を

除けば高雄大学の環境は非常に良かったです。学生さんたちも真面目で授業態度や生活態

度も見習いたいと思うほどでした。留学当初は大学の莫大な広さに慣れないかもしれませ

んが、自転車を購入すれば気になることもなくなり、段々と慣れていきました。高雄は台

湾の南に位置することもあり、気候も日本と比べたら一年間暖かく、とても過ごしやすい

と感じます。私以外の日本人留学生も高雄大学周辺の環境については良い評価でした。色々

書きましたが、私はこの留学でたくさんの事を学んだと思っています。それは語学だけで

はなく、人と人との出会いの素晴らしさや、外国という言葉が通じない環境であったから

実感する人の親切心や優しさなど、日本にいるだけでは決してわからないことばかりでし

た。留学以前は不安しかありませんでした。しかし、今の私は留学をしてよかったと心か

ら思います。そして、留学することを許してくれて、留学の費用を支援してくれた両親に

本当に感謝しています。今回の留

学は自分がたくさんの人に支えら

れて生きているということに気付

かされた留学でもありました。また機会があったら留

学したいと思いました。その時はまた台湾に行くのか、

はたまたどの国に行くのかはわかりませんが、きっと

またたくさんの事を学んで帰ってこれるのではないか

と感じています。 
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中期留学報告書 
～中国での生活～ 

 
南開大学  15F1037 田代 晃太 

 
９月３日から５日までの間、大学入学の手続きがありました。手続きが終わったあと、

初級１か２，中級１か２、高級１か２の中で自分がどの級の授業を受けたいのかを決める

面接がありました。面接内容は、どこの国から来たのか、自分の名前は何と言うか、中国

語を勉強して何年になるかなどを聞かれました。そして、初級２以上の級に行きたい場合

は、筆記テストがありました。 
７日に、南開大学で入学式がありました。入学式は、２時間ほどで終わり、クラス分け

と、担当の先生とクラスメートの顔合わせがありました。また、教科書購入もあり、３冊

で約９０元（１２６４円）ほどでした。１０日から授業が始まりました。授業は、１コマ

４５分で４コマありました。１コマと２コマ目は、大班（大人数で行う授業）があり、単

語や文法の学習をしました。この授業は、先生が作ったパワーポイントを使って学習しま

した。また、授業の初めに毎回１０問ほどの単語テストがありました。３コマと４コマ目

は、小班（少人数で行う授業）があり、大班で習った単語や文法を使って、生徒同士で会

話の練習をしました。また、パソコンの音声を使ってリスニングの学習をしました。 
２１日には、一回目の筆記のテストがありました。内容は、しっかりと復習していれば

解くことのできる問題でした。また、発音のテストもありました。発音のテストは、単語

と短文を読むテストでした。  
１０月１日から７日まで中国では、国慶節という休みに入ったので大学も休みでした。 

国慶節の時、中国の人々は街に出かけ街は人が多く、とても賑やかになります。店もセー

ルを行なっていて、普段よりも物を安く買うことができます。しかし、中には街は人であ

ふれているので自宅でのんびりと過ごす人もいます。国慶節が終わり８日から授業が始ま

りました。そしてこの日から、リスニングの授業が始まりました。 
 １５日に、二回目の筆記テストがありました。今回のテストは、前回よりも問題数が少

し増えていました。１８日には、初級のクラスで北京の、香山に紅葉を見に行きました。

天津から北京までバスで約３時間かかりました。紅葉はとてもきれいで感動しました。ま

た、香山にも上り山の頂上から北京を一望することができました。２３日には、中国の生

活についての作文の発表がありました。この作文は、指定の文法を使って書かなければい

けませんでした。１１月６日には、三回目の筆記テストがありました。このテストは、か

なり難しい文法や単語が出てきたので少し苦戦しました。 
１２日には、二回目の発音のテストがありました。今回の発音のテストは、前回よりも

量が多く、また、単語や短文の発音がしにくいものがたくさんありました。 
２６日には、二回目の作文の発表がありました。中国と自分たちの国の交通についてと
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いう題が出されました。日本と中国の交通の違いは、たくさんあります。日本は右側通行

に対して、中国は左側通行です。また、中国では多くの人々が、あまり信号を気にしませ

ん。交通量も、日本の倍くらいあります。しかし、あまり交通事故を見かけなかったこと

には大変驚きました。 
２７日には、四回目の筆記テストがありました。問題量はあまり多くはありませんでし

たが、問題の難易度は少し以前のテストより難しくなっていました。 
１２月１３日には、五回目の筆記テストがありました。今回のテストは範囲が短いため

か、問題量も少なく難易度もそれほど難しくはありませんでした。 
２４日は最後の授業でした。この日は、次の日の期末テストのための復習をしました。 
２６日に、期末テストの筆記試験がありました。試験時間は、１時間ほどでした。試験

内容は、ピンイン、穴埋め、短文を作る問題と作文１５０字以上でした。半年間の習った

範囲だったのでとても難しかったです。筆記試験が終わったあと、リスニングの試験があ

りました。試験時間は、４０分ほどでした。内容は、空欄部分の聞き取り、長文の聞き取

りがありました。 
２７日は、先生と一対一での会話のテストがありました。試験時間は、１０分ほどでし

た。内容は、中国で生活はどうか、いつ帰国するのか、将来どんな仕事をするのか、中国

に来るとき日本から何を持ってきたのかなどの世間話でした。 
２８日には、汉语言文化学院の留学生の卒業式がありました。卒業式では、まず初級１

から高級２までのクラスのスライドショーを見て、その後クラスごとにダンスをしたり、

中国語の歌を歌ったり、中国語のスピーチなどがありました。私たちのクラスでは、ダン

スをしました。このダンスは、二週間くらい前から練習をしていました。そして、全ての

クラスの発表が終わり、卒業式が閉幕して半年の南開大学での語学留学が終わりました。 
 今、テレビやネットなどでは、大気汚染、尖閣諸島問題、デモなどの中国の悪い部分が

たくさん流れているような気がします。そのため、中国のイメージはあまり良くないもの

だと日本国民は思っていると思います。しかし、実際に中国へ行ってみると、ある中国人

のタクシー運転手は、「国家的战争和人民无关」国家間の争いは人と人は関係ないといって

いました。日本語を学んでいる中国人もまた、「政治のために中国人と日本人の仲が悪くな

るのは嫌だ」という人々もたくさんいて 
中国人全員が日本に反日感情があるわけではないことがよくわかりました。とても景色

がきれいな場所もいくつもあります。これらのことは、実際に中国に行ってみないと分か

らないと思います。実際に中国に行くことで、語学だけでなく、中国の食文化、歴史、文

化を学ぶことができて、人生においてとてもいい勉強になりました。 
私は、今回中国に中期留学できて本当に良かったと思います。今回留学で得た物を人生

の中でしっかり生かして行きたいと思っています。また、中国に留学する機会があれば今

度は事前に中国の文化、歴史、語学をさらに勉強して今回よりもたくさんの中国人との交

流をして、日中友好の架け橋のようなものになりたいと思います。 
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