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2021 年度長期交換留学報告書の刊行にあたって 

 

国際教育センター長 森山 新 

 

いうまでもなく大学は高等教育機関である。大学では、社会のニーズにあった人材を育成すべく、

高等教育機関にふさわしい高度な教育を行なっている。そこでは既存の知識をクリティカルに見つ

め、新たな知を創造することはいうまでもなく、自己（内面世界）や社会（外面世界）に対してもクリ

ティカルに見つめながら、よりよい自己、よりよい社会を築く担い手としての人材を育成している。 

グローバル時代を迎えた今日、大学にはこのグローバル社会をよりよいものとし、そこで暮らす多

様な人々がともに生きることを可能にするための知恵と視点、さらにはそれらをもって社会を変革し

ていくことができる行動力を持った人材を必要としている。 

そのような人材は一体どのようにしたら育むことができるであろうか。自身の経験から考えると、そ

れは教室で学ぶだけでは限界があり、自らが教室を飛び出し、グローバル化した社会において

様々な人と出会い、ともに生きるための経験を積むことが何よりも有効であると考える。ここ数年で

世界は急速度にグローバル化した。しかしその一方で COVID-19 の影響で 2 年間ほど世界への

壁は厚く我々の行く手を阻んでしまった。しかし、世界は徐々にそれを乗り越えようとしており、2021

年度はその先陣を切って 18 名の学生がアメリカ、イギリス、スウェーデン、フランス、デンマーク、チ

ェコ、フィンランド、タイなどに旅立ち、大きく成長して帰国した。 

このような中、私は再びここで海外への留学を勧めたい。皆さんにとって一度の大学生活、若き

感受性を携えて海外でさまざまなことを経験してきてほしい。住み慣れた世界を離れ、自らをマイノ

リティの立場におくことで、今まで当たり前としていた言語、文化、価値観などを相対化し、またマイ

ノリティの置かれた立場を理解することで、グローバル時代に最も必要とされる多様性の受容や、

自国や自文化を中心とした価値観やアイデンティティを、よりインターナショナル、インターカルチュ

ラルな価値観やアイデンティティへと高めてくれると思うからである。また親元を離れ、親しい友人の

元を離れ、多様な価値観を持った人々と協働しながら一人暮らす経験は、将来、世界を舞台に能

動的に、かつ協調性を持って活躍するリーダーシップを育んでくれるであろう。 

そのような観点から、本学では、国際化を重要な課題の一つと位置づけ、毎年様々な国際交流

イベントやプログラムを実施している。その中で何よりも重要なのが、この長期交換留学である。本

学は現在、海外の 89 大学と国際学術交流協定を結び、学生・研究者の派遣、受入れを積極的

に行なっている。留学を経て大きく成長して帰国した学生たちの姿を目にするたびごとに、留学こ

そが高等教育機関としての大学に必須の教育プログラムの一つであると痛感している。 

本報告書は今年度交換留学から帰ってきた学生の学びと体験をつづったものである。これを読

みながら、留学を考える、また留学に行こうかと迷っている学生が、一人でも多く、感受性豊かなこ

の時代に、海外にはばたき、時代のニーズにあったグローバルな心を持った人材へと成長していく

ことを心から祈ってやまない。 
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2021 年度 大学間交流協定に基づく派遣学生 

 

2021 年度交換留学派遣生(18 人) 

 

【アメリカ】   

ノースイースタンイリノイ大学 濱咲紀帆 半期：2021 年 8 月～2021 年 12 月 

ヴァッサー大学 青木安彌 通年：2021 年 8 月～2022 年 6 月 

ヴァッサー大学 三瓶秀美 通年：2021 年 8 月～2022 年 5 月 

ミルズ大学 染谷悠加 通年：2021 年 8 月～2022 年 5 月 

【イギリス】   

ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院 栗原茉海 通年：2021 年 9 月～2022 年 6 月 

ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院 百田茉乃 通年：2021 年 9 月～2022 年 6 月 

マンチェスター大学 木村こころ 通年：2021 年 9 月～2022 年 6 月 

【スウェーデン】   

ダーラナ大学 町田早弥香 通年：2022 年 1 月～2022 年 7 月 

【フィンランド】   

セントリア先端科学大学 野村宙可 通年：2021 年 8 月～2022 年 6 月 

タンペレ大学 角野沙也花 半期：2022 年 1 月～2022 年 6 月 

【デンマーク】   

コペンハーゲン大学 小山愛理 半期：2021 年 8 月～2022 年 1 月 

【チェコ】   

カレル大学 田邉友香 半期：2022 年 2 月～2022 年 6 月 

【タイ】   

チェンマイ大学 藤井美聡 通年：2021 年 8 月～2022 年 10 月 

タマサート大学 井出麻李和 半期：2022 年 1 月～2022 年 7 月 

アジア工科大学院大学 候テイ玉 通年：2021 年 8 月～2022 年 6 月 

タマサート大学 大谷理香 半期：2022 年 1 月～2022 年 7 月 

【オーストリア】   

ウィーン工科大学 小川公子 半期：2021 年 10 月～2022 年 1 月 

【フランス】   

パリ・ディドロ（パリ第７）大学 永井萌子 半期：2022 年 2 月～2022 年 6 月 
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交換留学プロセス 

 

STEP1 学内選考への応募 

4 月中旬 海外留学説明会…交換留学を含むお茶の水女子大学からの留学について、全般

的な説明を行います。 

7 月～10 月 協定校派遣学生募集要項配布……国際課で募集要項を配布します。 

10 月 海外留学説明会…交換留学に関する最新情報や申請書類の作成方法について説明

します。 

10 月下旬 応募締切…申請書類（＊1）を国際課へ提出します。＊1 交換留学の申請書類 

＜提出物＞ 

申請書、志望校一覧、留学計画書、指導教員の推薦書、誓約書、学部以上の全課程にか

かる成績証明書、健康診断書、語学試験結果の写し  

※英語能力を証明する試験結果を必ず提出すること 

 

STEP2 学内選考 

11 月上旬……第 1 次選考（書類審査） 

11 月中旬……第 2 次選考（面接、外国語口頭試問） 

12 月下旬〜1 月上旬……結果発表 

 

選考基準 

・学業成績（学部以上の本学在籍時の general GPA により評価する） 

・外国語能力（派遣先大学にて講義、演習および研究指導を受けるのに必要な語学力を

有していること） 

・派遣先大学が要求する語学基準を満たしていること。 

・留学の目的および計画が明確であること。 

・明確かつ具体的な理由により派遣先大学を選定していること。 

・留学後の進路・就職に対する計画・意識が明瞭であること。 

・国際交流活動への意欲や経験があること。 

・本学の代表としての適性・資質が備わっていること。 

・派遣国および派遣先大学での学業および生活に必要な適応性があること。 

 

STEP3 留学まで 

2 月～5 月……派遣先大学への留学申請手続き 

4 月～6 月……事前研修 

7 月以降 ……留学開始（各大学の新学期に準ずる）
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留学先・協定校・提携校一覧 



 

7 
 

人生で一番濃かった 4か月（アメリカ・ノースイースタンイリノイ大学） 

 

文教育学部 人文科学科グローバル文化学環 2年  

2010143 濱咲紀帆 

 

① 留学先大学の簡単な概要 

ノースイースタンイリノイ大学（NEIU）は総合大学なので、文理問わず様々な分野を学ぶこ

とができます。学部の種類はお茶大よりもずっと多いです。個人的には Women’s, gender 

and Sexuality Studiesという学部でジェンダーをより幅広い観点、日本とはまた違う観点

から学ぶことができたので、同じような分野に興味がある人には本当におすすめしたいで

す。またカウンセリング、チューター、無料の食料配布など、学生を様々な面からサポート

する体制が整っていると思います。広大な芝生や緑の多い中庭が特徴的で、実際の広さ以上

に開放的なキャンパスですが、どこかお茶大に似ているような、落ち着いた雰囲気も持ち合

わせているように感じました。構内には小さなカフェがありますが、個人的にマフィンがお

すすめなので、もし NEIUに行く機会があればぜひ食べてみてください！ 

 

② 留学準備に関して 

幼少期から「いつかアメリカに留学したい」という思いが強かったので、最初から米国の提

携校から留学希望先を探していました。その中でも人種や民族、宗教など様々なルーツ、ア

イデンティティをもつ人々が集まるシカゴで学びたいと思い、NEIU を選びました。しかし

コロナの影響で、8 月 20 日出発だったのに六月中旬まで渡航許可が出なかったので、内定

が出てから渡航決定までの数か月は先の大学生活の予定も定まらず、少し不安な気分で過

ごしていたのを覚えていました。渡航が決まってからは手続きに追われ、あっという間に時

間が過ぎていきました。ビザや航空券の手配、コロナワクチンの接種、授業の履修登録など

準備するものはたくさんありましたが、特に NEIUは接種義務のあるワクチンの種類が多く、

私は確認不足で渡航直前に不足分を接種することになってしまい、注射を一日三本打つ羽

目になった上、渡航日を数日遅らせることになってしまいました。自分で英語の病名やワク

チン名を調べるのがかなり大変だったのですが、トラベルクリニックに行くと医師の方が

的確に指示を出してくださったので、早めに病院に行って相談するべきだったなと後悔し

ました。 

 

③留学中のことに関して 

具体的な体験は中間報告書の方にまとめたので、ここには自分が感じたことを中心に書き

たいと思います。私の滞在は半期と通常より短かったのに加え、先述した通り日本を出発す

るのが遅れてしまい、現地に到着した直後は「友達を作らなきゃ…」と内心焦っていました。
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キャンパスや寮で新入生や留学生向けのイベントが多く開かれていたので、連日のように

参加していました。特に地元の学生とは仲良くなる機会はあまりないので、仲良くなれそう

な子にはかなり積極的に自分から声をかけていました。そのうち一人とはかなり気が合い、

学期末には一緒に旅行に行く程の仲になったので、この時の自分の勇気に感謝しています

(笑)。勉強面では「どうせならお茶大で学べないことを学びたい」という思考が働きすぎて

いたのと、事前のリサーチが足りなかったことが原因で専門外または難しい授業を取りす

ぎて苦労しましたが、予習課題の読み物や授業内容はやはり興味深いものが多かったです。

特に昔の判例や、ジム・クロウ法を分析し Racismについて学ぶ Law and Racism in America

という法学系の授業や、LGBTQについての基礎知識から、社会的弱者の権利について広く扱

う Introduction for LGBTQ studies という授業は本当に学ぶことが多かったです。勉強に

余裕がある時は友達とダウンタウンなどに遊びに行きましたが、日本との治安の差を実感

し、「自由の国」の言葉が示す意味を改めて考えたりもしました。また、安全な生活を求め

る上で自分が女性であることで行動が制限されることを実感し、初めてそれを少し窮屈だ

と感じました。ジェンダーについて考えたのは授業の影響も大きかったのですが、自分がア

ジア人として大きくカテゴライズされたり、友達の信仰に基づく生活スタイルを見て宗教

について考えたりと、自分自身を客観視し、持ちうる様々なアイデンティティを意識するき

っかけになりました。また自分のアイデンティティを強く意識することは、他者のそれも同

時に意識することを意味しますが、違う文化、信仰、価値観をもつ者同士でコミュニケーシ

ョンを取り良好な関係を築くには、想像以上に気を付けなければいけないことも多い一方

で、それらについてとてもフランクに話す人が多かったのにも驚きました。話してみると自

分が、知らず知らずのうちに相手の外見や文化に対する固定観念に囚われすぎていたこと

に気づくことも多かったです。また、渡航前自分は絶対にホームシックにならないという謎

の自信があったのですが、三か月ほど経ったあたりで、日本、日本語が恋しくなり、何とな

く気持ちが落ち込んでいる時期がありました。ただお茶大の授業で、程度や時期は個人差が

あるものの、誰でも異文化圏で生活すると自分の文化圏との違いをマイナスに感じてしま

う時期が来ることを事前に学んでいたことと、現地の友達がよく声をかけてくれたことで

すぐに立ち直ることができました。 

 

④留学後の進路について 

自分の専攻分野の 1 つであった異文化コミュニケーションや多文化共生について学ぶ意義

を改めて実感したので、卒業まで関連した研究テーマを設定したいと考えています。また予

定していた次の半期は台湾にオンライン留学を予定しています。より専門的な授業を取り、

米国とアジア圏の対比や、相互のイメージ形成について学びたいと考えています。 
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シカゴ名物のシカゴピザです。現地到着直後にバディプログラムでであった現地の学生と、

フランスからの留学生と一緒に食べに行きました。 

 

留学生が自国の料理を持ち寄って開催したパーティーです。写真は私が日本のカレーライ

スについて説明しているところです。  
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シカゴの代表的なモニュメント、The 

beanです。シカゴの摩天楼をこのモニ

ュメント越しに見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シカゴ中心部にほど近いチャイナタウ

ンです。シカゴは他にもメキシコ、ギリ

シャ等様々なエスニックタウンが形成

されています。 
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LGBT の人々の人権運動において古い歴史を持つ Boystown に建てられているモニュメント

です。ここで Pride Fesが開催されていたので、私も参加してきました。 
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三枚ともキャンパスの外観です。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

国際教育センターのオンライン留学相談を何度か予約して、交換留学の流れを教えてい

ただいたり、志望校を決定しました。書類選考でも面接でも、留学の目的を明確にしてお

くことを意識しました。志望理由書を作成しているうちに自然と目的意識を持つように

なっていたので、面接前はそれを英語で簡単に説明できるように準備していました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

現地大学からメールで案内をいただいたので、オンライン（google form）で必要事項を

記入しました。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

国際教育センターのオンライン留学相談を利用させていただき、ビザ、奨学金、保険の申

請、航空券の購入を進めました。コロナ禍であったため渡航の可否が出発 2 ヶ月前まで

分からなかったので、手続きをする時間が短く、特に VISA の大使館面接予約申請に苦戦

しました。松田先生をはじめ、国際教育センターの方々はいつも迅速に対応してくださ

ったので、本当に助かりました。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

直前になって渡航に必要なワクチン（現地校からの指定）が未接種であることに気づき、

渡航日をずらしたり、1 日に 3 本注射を打つことになってしまいました。ワクチン等に関

してはビジネスクリニックに行くと迅速に対応してもらえるので、自分では分からない

ことがあっても一度早めに受診しておくと良いと思います。また、特にコロナ禍の留学

だったので、渡航直前は家族以外にはほとんど会わず、体調管理に気をつけていました。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

午前中に渡航しました。前述したワクチン接種の関係で、公式の留学生の受け入れ期間

ではなかったので空港からの送迎はなく、自力で uber taxi で大学に向かいました。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

大学寮の案内があったので利用しました。洗面所、キッチンが共同で、個室か 2 人部屋

付きの部屋を選べました。長期間の滞在なのでストレスも考慮して、値段は高いですが

個人部屋の方を選択しました。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

オンライン上のシステムで、シラバス等を見て自力で行いました。授業のレベルや先生

の評判などをチェックできるサイトがあったそうなのですが、私はそれを知らなかった
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ので、後で専門レベルの授業だと発覚し苦労したりもしました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

NEIU は総合大学で、どの学部からも授業を取ることができたので LGBTQ や人種差別、法

学など日本では取れない授業を選んで履修しました。対面の授業を３つ、オンラインの

ものを一つ履修しました。先述した通り専門外なのに上級レベルの科目を取ってしまっ

たりしたので、予習復習が大変でした。特に予習は日本の授業の比ではないほど読み物

の量が多く、一つの授業につき平均で 20-30 ページほどの英語の文献を読む必要があり

ました。毎回少なくとも 4 時間は予習、2 時間は復習に要していだと思います。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

授業での交流はあまりなかったです。学期始めのころに交流イベントがあり、そこで自

分から話しかけていたことがきっかけで、後々仲良くなった子が多かったです。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

シャワーカーテン、寝具（シーツ、布団、枕）、調理器具が到着時になかったので、ルー

ムメイトと共同で Amazon で購入したり、寮内の寄付で手に入れました。寝具がないこと

は他の留学先でもよくある話で、困ると思いますが、嵩張るので最初は大きめのバスタ

オルなどで我慢して、現地で購入するのがよいのかなと思いました。また食生活が大き

く変わったので、普段服用している胃腸薬は特に持っていってよかったものだと思いま

す。発熱など体調不良の際に使いたいもの（冷感シート、温度計など）は揃えておくとい

いかもしれません。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

Meal plan はついていなかったので、基本的に自炊か外食でした。アジアンマーケット

が近くにあるなど食材には困りませんでしたが、やはり毎回自炊をするのは大変なので、

外食の回数が多くなり食費が予想以上にかさみました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

サークルなどには特に所属しませんでしたが、さまざまな団体が主催でパーティや映画

上映会などを行なっていたので参加しました。留学生のイベントもあり、各国の名物料

理を持ち寄って行った potluck party はとても楽しかったです。また電車で 1 時間ほど

でシカゴの中心部に行けるので、週末には友達と遊びに行くことが多かったです。バデ

ィが車で少し遠くの観光地や夕食に連れていってくれることもありました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

先述した通り食費に加え、交通費が予想以上にかかりました。シカゴは特に治安の悪い

地域がパッチワークのように点在しているので、値段は高いですが安全に移動できる
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Uber Taxi をよく利用していたのが原因です（一回の乗車で 15-20 ドル）。また寮費は半

期で、2 人部屋が約 3 千ドル、個室が約 3800 ドルでした。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

少し ES などを書いたりはしていますが、前期にオンラインで台湾政治大学に交換留学を

していたこともあり、あまり進めていません。冬季インターンなどに積極的に参加しよ

うと思っています。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

留学経験を活かして異文化理解や言語に関する研究テーマを設定したいと思っています。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

自己防衛を念頭に置きつつ、なるべく積極的に色々な人と関わるとよいと思います。期

間の長さに関わらず異国での生活は自分のアイデンティティや価値観を見つめ直す貴重

な体験になるので、明確な目的を持っていなくても、少しでも行きたいと思えるのであ

れば積極的にチャレンジしてほしいです。また日記、SNS などどんな方法であれ滞在中の

経験、考えたことを記録していくと良いと思います。 
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Vassar College での交換留学を終えて  

 

生活科学部 人間生活学 3年  

1930401 青木安彌 

 

①留学先大学の簡単な概要 

Vassar College（ヴァッサー大学）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の郊外にある小規

模リベラルアーツカレッジです。キャンパスはニューヨーク市のマンハッタンから電車で

2時間の場所にあります。学生数は約 2500人で、お茶大の学部と大学院の学生数を合わせ

たものより少し少ないくらいです。留学生が全体の 10%以上を占めるため、大学の雰囲気

はとても国際的です。各国文化のイベントがたくさん行われたり、食堂でさまざまな地域

のご飯が食べられたりします。学べる専攻の種類は 51種類と、文理関係なく幅広く提供

されており、英語学やドラマ・アートの分野は特に有名です。また、ヴァッサー大学はキ

ャンパスがとても美しいことで有名です。私のお気に入りの建物は、ゴシック建築のメイ

ンビルディングと煉瓦造りの寮ですが、他にも近代的な外観の研究センターがあったり、

メインホールのステンドグラスが立派な図書館は、外から見ても中から見ても圧倒されま

す。キャンパス内の自然も豊かで、リスや鹿などたくさんの動物に出会えます。 

 

②留学準備に関して 

コロナ禍での留学で、ヴァッサー大学への留学が正式に決まったのは渡航の約 2ヶ月前だ

ったため、留学決定後の準備は忙しかったです。まず、航空券の手配とビザの申請をすぐ

に行いました。ビザの発行は時間がかかることが多いので（時期にもよります）早めに手

続きを済ませることが重要だと思います。また、ビザ発行時に、成績証明書や残高証明書

など、様々な証明書の提示が求められるので、それらの準備もできるだけ早くしておくこ

とをお勧めします。その他は大学の指示に従ってですが、保険に加入したり、派遣先大学

の担当者と zoom で面談を行ったりしました。 

 

③留学中のことに関して 

勉強面・・・ずっと忙しかったです。平日休日関係なく、コンスタントに勉強をしていま

した。そのような姿は日本にいたときの私からは考えられませんが、ヴァッサー大学は勉

強熱心な学生が多いので、一緒に学んでいる友人の姿を見ているといつの間にか毎日授業

の予習復習を丁寧に、時間をかけてやるのが当たり前になっていました。 

生活面・・・留学中、ホームシックにもなりませんでしたし、特に精神的に不安定になる

ことはなかったのですが、それらは日本にいる家族と定期的に電話していたからだと思い

ます。少し勉強が上手くいかなかった時などに家族に電話をして話を聞いてもらっていま
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した。また、交際教育センターの松田先生のサポートも心強かったです。その他、勉強以

外の時間はできるだけ大学の友達や先生と会って喋るようにしていました。私がお喋りで

人と話すのが好きということもありますが、「休み時間に食堂へ行って誰かと喋る」こと

が私の留学生活を支えたと思います。 

日本語のドリルアシスタント・・・日本語ドリルアシスタントという学内のアルバイトを

していました。内容は、日本語の授業を履修している学生の補習の担当です。補習といっ

ても授業についていけない子だけを教えるのではなく、クラス全員（20名ほど）を受け持

っていました。もちろん、アルバイトなので週に 8時間ほどの労働に対する賃金がもらえ

るのですが、私はそれ以上にこのアルバイトから学んだことが多いです。１年間のドリル

インストラクターとしての仕事が終わる頃には、クラスの学生と一緒にタピオカを飲みに

行ったりサッカーをするほど仲良くなり、誕生日もお祝いしてくれ、私を「最高の先生で

あり友達だ」と言ってくれたことが何より嬉しかったです。また、学生の日本語レベルが

日々上達していくのが目に見えて実感でき、彼らが日本語をどんどん好きになっていって

くれたこともとても嬉しかったです。 

休みの日・・・ヴァッサー大学がある町（ポキプシー）には何も遊べるところがないの

で、友達と電車に乗って近くの街へ出かけたり、ニューヨークシティに遊びに行きまし

た。また、ヴァッサーでは長期休みが１年間で３回、10月と 12月と 3月にあります。そ

れぞれの休みに、友達と国内外を旅行したのも良い思い出です。 

 

④留学後の進路について 

留学後は 3年の後期から大学に戻り、留学以前の勉強を続けます。卒業後は就職を予定し

ているので、帰国後から就職活動を始めています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

英語資格試験の勉強と GPA の取得 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

協定校の留学担当者に必要書類（留学志望理由エッセイなど）をメールで送付 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

航空券の手配。ビザの申請。保険加入を国際教育センターのアドバイスに基づいて行う。

派遣先大学の友達や、過去に留学した先輩から必要な持ち物や現地の様子について聞く。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

必要書類をできるだけ早く確認して、何がいつまでに必要かを確かめる。残高証明書や

成績証明書等は通常即日発行できないため。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

11 時ごろ渡航した。相手大学からの指示あり。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

選択できなかった。寮に滞在した。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

渡航前に zoom で履修登録に関する説明があり、渡航後にアドバイザーとともに履修を決

めた。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

天文学・・・（予習と復習を合わせて一回の授業につき）4 時間  

中国語・・・1 時間 30 分  

ドミニカとハイチの移民問題・・・2 時間  

美術史・・・2 時間  

グローバル政治経済学・・・2 時間 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

毎日あった 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

不要だったもの・・・大量の教科書  

持っていけばよかったもの・・・クリアファイル 
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7.食事はどのように準備しましたか？ 

大学のミールプランに入っていたため毎日食堂や無料のコンビニが利用できた。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

日本文化サークルで役員として活動をした。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

1 ヶ月の出費は平均して約 3 万円だが、渡航直後は日用品を買い揃えるためにたくさん

お金がかかる。生活に慣れてきた頃は交際費が増える。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

3 年夏に日本に帰国したので、他の 3 年生と同様に就職活動を進めていきます。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

卒業論文はそろそろ進めていきます。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

留学先の環境は今まで過ごしてきた環境と全く異なって、色々辛いこともあるかもしれ

ないけど、怖がらずにできるだけ多くのことにチャレンジしてほしいです。留学に行く

だけだったら本当にもったいないです。半年や１年間は一瞬で過ぎ去ります。できるだ

け色々な人と交流し、何事も積極的に行動することが大事です！ 
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Vassar College での交換留学を終えて  

 

文教育学部 言語文化学科 3年  

1910238 三瓶秀美 

 

①留学先大学の簡単な概要 

 ヴァッサー大学は、ニューヨーク州に位置するリベラルアーツ・カレッジです。タイム

ズスクエアがあるマンハッタンからは、電車とバスで約二時間半かかり、郊外にあるた

め、学生のほとんどがキャンパスの学生寮などで暮らしています。学生数は、2500人ほど

で比較的小規模です。小さいコミュニティなので、教授との距離感が非常に近いと思いま

す。例えば、食堂で教授と話しながら昼食をとったり、オフィスアワーと呼ばれる時間を

利用して教授にエッセーの構成を相談しに行ったりすることもありました。 

 学業については、1000以上のコースがあり、文理問わず、幅広い授業を履修することが

できます。実際に、私の友人は文系科目の教育学と理系科目のコンピューターサイエンス

の授業を履修していました。しかし、お茶大のように、十数コマの授業を受講できるとい

うわけではありませんでした。というのも、授業を一つ履修した場合、1時間 15分の授業

が週 2コマ程あり、課題の量も多かったからです。語学に至っては、ほぼ毎日 1時間ほど

の授業があり、予習復習が必須でした。そのため、履修できる科目はセメスターあたり、

４つから５つ程だと思います。 

 施設については、キャンパスが広大で、建物も非常に美しか

ったです。例えば、私が住んでいた Cushingという寮は、ハリ

ーポッター寮と呼ばれ、レンガ造りで雰囲気がありました。多

くの学生が利用する図書館は、ゴシック様式で外観が荘厳であ

り、室内もステンドグラスが素敵でした。他にも、夜まで開い

ているビュッフェスタイルの食堂や、小さなコンビニエンスス

トア、ジム、ゴルフ場、湖等があり、充実した留学生活を送ることができました。 

 

②留学準備に関して 

 まず、交換留学の応募に際して、規定の英語能力試験のスコアを取得し、大学の授業で

は、できる限り高い成績を取れるよう、勉学に励みました。渡航先を決めるにあたって

は、お茶大の留学説明会に参加しました。説明会では、実際に留学した先輩から、日本語

のドリルインストラクターができることなど現地での詳しい話を伺い、留学先での具体的

なイメージが沸きました。加えて、国際教育センターで松田先生に相談し、私が関心を持

っていた外国にルーツを持つ児童生徒に対する言語教育について学べる大学に応募するこ

とを決めました。 
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 その後、書類選考と面接を経て、留学に向けて英語力の向上に力を入れました。また、

渡航の準備を進めました。英語力向上のための取り組みについては、お茶大での海外大と

のオンライン交流企画に参加しました。具体的には、ジェンダー問題や外国人労働者の問

題について話し合い、英語で論理立てて説明する機会を得ました。海外大学の多くの学生

と話さなければならない環境に身をおいたことで、ディスカッション中は、恐れずにまず

発言してみるという度胸がついたと思います。渡航に関しては、VISA を申請するために、

必要書類を用意したり、大使館に面接を受けに入ったりしました。また、留学先で打つ必

要のある予防接種があったり、健康診断書が求められたりしたので、それを手配する必要

がありました。一つ一つの作業は大変ではないですが、時間を要するので、余裕をもって

様々な手続きを進めた方が良いと感じました。  

  

③ 留学中のことに関して 

 まず、学習面ですが、留学中の講義で一番印象深かったのは教育学です。授業ではグル

ープワークを通じて米国内で改善の余地がある学校区の方針についてまとめました。学校

区に着目したのは、アメリカでは、日本と異なり、主に学校区に公教育の運営主体が置か

れているからです。人種は生物的な差異ではなく、社会的な違いであるという点を考慮

し、有色人種の教育機会の不平等問題に目を向け、教育の基盤となる学校区での方針を変

える必要性について考えました。具体的には、私のグループでは、ニュージャージー州に

おける進学校において、有色人種の生徒の割合が低いケースを用いて、進学における出願

手続きの改善策を提言しました。主な問題として、学校に関する情報が有色人種である生

徒に届いていない事があげられ、私たちは学校の説明会を開く機会を増やすこと、説明会

への交通手段を提供すること、多言語のパンフレットを送り、言語の壁がある保護者も参

加しやすくなるような工夫をすることを提言しました。加えて、学校に申請する手続きの

簡素化や申請のサポートの必要性を提示しました。このグループワークを通じて個々のサ

ポートに目を向けることだけでなく、組織的な部分に目を向けることの必要性に気づけた

ので、この授業が特に印象に残っています。 

 次に生活面ですが、寮生活を通じて、家族のように温かな友人

ができたのは、私にとって一生涯の宝となりました。大学では、

ライブやパーティー、ミュージカル等学生主催のイベントが催さ

れたり、Halloweenや Thanks Giving、学校の創立記念日等、季節

ごとの行事があったりしました。そのように、学生が集まる機会

が日々あったため、日本と比べ、友人と過ごす時間が多かったで

す。友人との会話に混ざると、大学でのアルバイト賃金が州で定

められている最低賃金より低いことに関する話題、ウクライナで

戦争が起きたにもかかわらず、大学で何もできていないことに対する問題提起、フランス
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の大統領選による今後の政治動向など、深い話もできたので、留学先だからこそ得られる

学びを得たと感じます。また、長期休暇中は、寮に滞在できなかったため、他の交換留学

生とロスアンゼルスなどを国内旅行したのも良い経験となりました。 

 

④留学後の進路について 

  今後は、高校の英語教師になることを目指して勉学に励みたいです。4年次には、教育

実習を予定しており、実際に生徒に教える機会を得ます。そのため、それまでに授業で英

語の教授法について学び、教育実習に向けて備えたいです。私は、留学先で外国語を学習

し、単語や文法を覚えることに加え、言語をさらに深く学びたいという種をまいてくれる

ような場が必要であると感じました。受講していた語学の授業では、その言語で物語を書

いてみたり、曲を聞いてフレーズを理解してみたり、先生が紹介してくれたペンパルと文

通をしてみたりする機会がありました。言語を学ぶことで広がる可能性を知ることで学習

意欲が高まったので、将来私が授業を行う際に、取り入れたいです。 

 また、副専攻の日本語教育については、様々な文化背景を有する日本語学習者について

理解を深めるとともに、より効果的な外国語、また第二言語としての日本語の教え方につ

いて考えていきたいです。そして、社会での制度にも着目するようにしたいです。アメリ

カ社会において、英語能力が不十分である子どもたちは「Limited-English-Proficient 

(LEP)」と呼ばれます。アメリカでは、そうした子どもたちに向けて、英語を学ぶための

ESL(English as Second Language)プログラムがあり、言語の壁を取り除こうとする取り

組みが行われています。それと同時に、子どもたちが自らの文化と言語に対して自尊心を

持てるようにする活動も行われています。私が留学したニューヨーク市はアメリカで最も

人口が多い市ですが、その分、様々な背景を持った子供たちが生活しており、英語を母語

としない児童や保護者向けに支援が行われています。具体的には、保護者と学校を繋ぐ

Parent Conductorと呼ばれる支援員が各学校に置かれており、保護者の意見を聞く場や、

教育に保護者を取り込む場を設ける手助けをしています。日本では、ほとんどの場合、外

国人児童生徒が少数で様々な学校に分布しており、指導員設置は義務ではないため、指導

員が置かれていない学校が多く存在します。他にも、ニューヨーク市では、ウェブサイト

上に行政サービスが多言語で表示されていたり、就学ガイドなどのパンフレットが教育施

設で配布されていたりするそうです。また、新しく移住してきた子どもたちへの支援とし

て、生活面や学習面の支援を行う学校があることも知りました。英語を習得する支援が行

われていることに加え、子どもたちの母国語や文化を維持するための講座も設けられてい

ます。保護者に対しても、生活に適応するためのサポートが行われており、子どもたちと

保護者の双方に働きかけていることがわかりました。これらの学びを踏まえ、今後は、日

本語教育に加えて、日本で必要とされ、実施することが可能である子どもたちへの支援に

ついても考えていきたいです。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

まず、GPA を基準になるべく近づけるために、大学での日々の勉学に注力した。また、な

ぜその交換留学先で学びたいのか、自己分析をして、目的を明確にした。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

協定校から、送られてきたフォームに学びたいことを示して申請した。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

英語力を高めるため、お茶大で海外大とのオンライン企画に参加した。また、渡航のた

め、ビザ取得の準備を進めた。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

ビザ申請の手順を確認し、早め早めの準備を心がけた方がよい。また、地域により予防接

種が必要とされるため、確認しておいた方が良い。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

13 時ごろ。迎えのバスが来てくれたため、大学に到着時刻を報告する必要があった。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

学生寮一択だった。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

コーディネーターの方がいるため、相談しながら、履修登録を進めた。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

教育学（一回あたり 5 時間）、文化人類学（一回あたり 4 時間）、英文学（一回あたり 6 時

間）、語学（一回あたり 1 時間半） 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

授業のグループワーク、学食、日本サークルなどで現地大学学生との交流があった。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

iPad は資料をダウンロードする、日本の書籍を読む等非常に役立った。渡航時に不要だ

ったのは、日本で使用していた教科書。現地の勉強で忙しく読む時間がないし、帰る際に

重く、悩みの種となった。持って行けば良かったものは、クリアファイル。現地では手に

入らなかった。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 
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ミールプランに加入していたため、食堂で食べていた。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

日本文化サークルに入っていた。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

奨学金と日本で貯めたアルバイト代、また交換留学先の大学でのアルバイト代で外出す

る際の費用を工面していた。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

教員採用試験に向け、勉強する。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

卒業論文は、留学先で関心を持ったアフロフューチャリズムについて書きたいと考えて

いる。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

やらないより、やる後悔というマインドでいてほしい。留学は辛いこと 8 割、楽しいこ

と 2 割だったが、日本では学べなかったことを多く学ぶことができた。また、背景の異

なる学生と日々接する中で、視野が広くなった。 
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Mills College （アメリカ） 

 

文教育学部 言語文化学科 3年 

1910248 染谷悠加 

 

①留学先大学の簡単な概要 

総勢 1000名弱、学部生 700 名弱程度の小規模な大学です。授業も 1クラスにつき多くて

20名程度と、少人数教育が特徴です。リベラルアーツカレッジなので、文系(美術や音楽

を含む)から理系まで幅広い分野が学べますし、時間割の自由度も高いです。私が把握し

てる限りでは、Spring Semester の交換留学生は私 1人、正規の留学生も学部生では 1人

だけだったかと思います。留学生の受け入れに慣れていない大学なので、良くも悪くも現

地の大学生と同じ扱いをされると思います。私はあえて交換留学生だということをアピー

ルしたり、授業のディスカッションで留学生ならではの視点を持ち込んだりすることで、

まわりに言語面での不利を認識してもらうと共に、自分だからこそできる貢献をするよう

に工夫していました。  

 

②留学準備に関して 

私は計画性が無い人間なので、語学試験(IELTS)のスコアの提出も締切ギリギリになって

しまいましたし、留学中に必要な日用品等はほとんど現地で調達しました。コロナの影響

で、渡航一ヶ月前に留学に行けることが決まったので、1ヶ月間でビザを取得しなければ

ならず、かなりプレッシャーでした。また、これは失敗談なのですが、私はパスポートの

期限が切れかけていることに渡航一ヶ月前に気づき、直前でパスポートの更新をしたり大

使館に電話したりオンライン申請書を書き直したりと大変だったので、皆さんは気をつけ

てください。ちなみに大使館の電話は全然繋がりません。 

 

③留学中のことに関して 

アメリカの大学は授業の復習や予習、課題が多く大変でしたが、すべて全力で取り組むよ

うにしていました。また、最初はなかなか英語がついていけずつらい思いもしましたが授

業で積極的に発言するように心がけていました。結果として、後期は GPA3.75 という成績

を収めることができてよかったです。学業以外だと、私は Volleyball teamや Asian 

Student Alliance(アジア系アメリカ人のクラブ)など、課外活動にも積極的に参加するよ

うにしていました。さらに、後期からは大学のスポーツジムでアルバイトもしていまし

た。多くの人と関わり、英語を使う機会を増やすきっかけになったので良かったです。友

達もたくさんできて、休日はサンフランシスコやバークレーに遊びに行きました。特に心

に残っているのは、春休みに現地の友達と 4人で一週間のハワイ旅行に行ったことと、車
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を持っている友達が Lake Tahoe までロードトリップに連れて行ってくれたことです。慌

ただしくも充実した日々を過ごすことができ、一生の思い出になりました。 

 

④留学後の進路について 

海外の院に進学することも考えたのですが、成績や費用面を考慮すると難しそうなので断

念しました。私は 5年間で卒業する予定なので、帰国後から説明会に参加したりサマーイ

ンターンに応募したりしています。現在第 1志望の企業のサマーインターンに合格するこ

とができ、このまま内定を貰えるように頑張ろうと意気込んでいるところです。学生時代

に自らコンフォート・ゾーンを抜け出した経験や、多様なバックグラウンドを持つ人とか

かわった経験は、就活で役に立っていると思います。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

留学計画書を提出したり面接を受けたりする必要があったので、なぜ留学をしたいか、

どこに留学したいか、留学先で何を学びたいかなど、留学目的を明確にするように心掛

けていました。加えて、語学試験の勉強と大学の勉強に力を入れていました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

留学先に提出しなくてはならない書類は、銀行の残高証明書、Application form、

academic interest、語学試験の結果、パスポートのコピー、教授からの推薦状の 5 つで

した。Application form では、志望動機や言語面の壁をどのように乗り越えるかといっ

た設問に答える必要がありました。Academic interest にはどの授業を受講したいかとそ

の理由を書きます。どちらも学内選考の際に提出した留学計画書と内容が重複するので、

書く内容には困りませんでしたが、英語でこういった書類を書いた経験がなかったので、

自然な英語で書くことが大変でした。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

引き続き語学の勉強に力を入れるとともに、各種手続きを進めました。具体的には、航空

券の手配、寮の申請、ビザの申請、各種支払い、保険の加入、ワクチン接種証明書の発行

等です。初めての海外渡航で分からないことだらけでしたが、お茶大や受入先の大学か

ら指示が出されるので、それに従っておけば問題ありません。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

無し 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

指定は特に無かったかと思います。オリエンテーションが開始する 3 日前に渡航しまし

た。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

交換留学生は全員大学の寮に入らなくてはならない決まりでした。寮の種類や部屋の種

類はある程度選べました。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

大学のポータルサイトから履修登録できました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

自分の専攻である英米文学の授業を中心に履修していましたが、ジェンダー学、メディ
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ア学、倫理学など、専攻と関係なくても興味のある授業は積極的に履修するようにして

いました。他にもボーリングやバレーボールなど、体育の授業も取っていました。予習、

復習、課題に一日 5～6 時間くらいかけていました。特に英米文学の授業は読まなくては

ならない英文の量が多く、大変でした。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

言うまでもないですが、授業等で毎日のように現地学生と交流していました。さらに、大

学でパーティーやイベントなどがさかんに行われていたので、積極的に参加するように

していました。部屋に引きこもったりしなければ、交流の機会はいくらでもあります。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

念の為変圧器を持っていったのですが、日本のコンセントとアメリカのコンセントは一

緒だったので 1 度も使いませんでした。逆に持って行けば良かったと思ったものはスキ

ンケア用品です。アメリカのスキンケア用品が肌に合わず肌荒れしました。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

留学生は全員週 15 食のミールプランに加入することになっていたので、1 度も自分で食

事を準備したことがありませんでした。大学のご飯はジャンキーですが美味しかったで

す。食事はビュッフェ形式でおかわり自由だったので、5kg 太りました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

バレーボールチームと Asian Student Alliance というクラブに入っていました。あとは

大学のスポーツジムでアルバイトをしていました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

Jasso の給付型奨学金(月 8 万)を取得していました。アメリカは物価が高いので、寮費と

食費で月 10 数万はかかっていました。大学にリユースセンターがあり、ちょっとした日

用品や家具は無料で手に入れることができたので、積極的に活用するようにしていまし

た。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

私は 5 年間で卒業する予定なので、留学していない人と就職活動の方法は変わらないか

と思います。 
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4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

こちらも卒業を 1 年伸ばす予定なので、留学していない人と変わらないかと思います。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

留学すると色々不安なことや大変なこともあると思いますが、その分得られるものも大

きいです。失敗しても自分の成長機会だと前向きに捉えること、とにかく自分から積極

的に行動することさえできれば留学生活は成功すると思います。何かしらアクションを

起こしさえすれば後は誰かが助けてくれます。頑張ってください！ 
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留学報告書（ロンドン大学東洋アフリカ研究学院） 

 

人間文化創成科学研究科比較社会文化学専攻比較歴史文化学コース 

修士 1年秋～修士 2年夏（通期） 

2140133 栗原茉海 

 

①留学先大学の簡単な概要 

ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（SOAS University of London）。学生数約 5200 人（学

部：博士＝55:45）で、そのうち半数はイギリス国外からの留学生。日本をはじめ中国や韓

国からの留学生も多い。アジア・アフリカを研究対象とし、分野としては人文系を中心に言

語学、政治学、歴史学、法学など。なかでも開発学が強い。学内の Japan Research Centre

は日本国外で最も規模の大きい日本研究所のひとつとして知られ、教職員、学生ともに日本

人が多数所属している。2022 年 THE世界大学ランキング（人文学）56位、イギリス国内で

は 12位。そのほかインパクトや持続可能性等の評価項目でも高順位を獲得している。もと

もと大英帝国時代に植民地支配を念頭にアジア、アフリカ研究を進めた背景があり、現在は

その反省から非常にリベラル色が強い大学である。 

以下 SOASからは離れるが、情報として。イギリスにはセインズベリー日本藝術研究所とい

う世界でも有数の日本美術研究所があり、SOAS は同じ日本研究という点からつながりを持

っている。そして研究所が拠点とするイーストアングリア大学もお茶大との交流協定を結

んでおり、その三者間で人的ネットワークが構築されている。私はお茶大での国際日本学の

授業を通じたツテで大英博物館およびヴィクトリア＆アルバート美術館でのデジタルアー

カイブ構築作業に参加する機会を得たので、人文系でイギリスに留学を考えている場合は

このあたりをリサーチすると有益だろう。 

 

②留学準備に関して 

【ビザ】 

以下参考のためビザ申請の日程を載せる。 

8/23 CAS取得 

8/24 NHSに保険サーチャージ払い込み、ビザ申請記入開始 

8/25 ビザ申請記入完了、ビザセンター予約（この時点で 9/1が直近） 

9/1 汐留ビザセンターで生体情報登録、スタンダード申請 

9/5 ビザ発行に時間がかかっていると聞き、出発を 9/22→9/29に変更 

9/24 出発を 9/29→10/6 に再変更（同時期日本からの渡航制限緩和がアナウンスされる） 

9/27 ビザセンターからビザ発行のメール 

9/28 ビザ受け取り（郵送） 
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10/6 渡航 

今回の留学におけるもっとも大きな反省点はビザの申請であった。年度末のピーク時とい

うことを甘く見ていたため、ビザの遅れにより多大な心労を被った。 

【語学】 

学内選考は通過したものの、派遣先大学指定の語学スコアに届かず、事前研修に参加した。

英語論文の書き方をレクチャーしてもらうほか、オールイングリッシュの授業形態に慣れ

ることができた（このほか留学前に日本人含む友人ができるというメリットもあった）。そ

のほか独力ではオンライン英会話に登録する、お茶大の外国語学習センターに添削を依頼

するなどした。 

【奨学金】 

トビタテ！奨学金に応募した。国際課および国際教育センターに協力していただいたほか、

同じ学科のトビタテ採用経験がある先輩にもコンタクトを取って添削やアドバイスをして

もらった。選考や事前研修などなにかと負担の多い奨学金だが、その後の生活で金銭面が大

きく楽になったことは間違いない。また選考を通じて自らの留学計画をブラッシュアップ

し、同じ志をもつほかの大学生と交流できたのは良い機会だった。 

 

③留学中のことに関して 

振り返れば今回の留学で得たものは、異国で生活基盤を築いた経験であった。最初の 2か月

ほどは自分の周囲がすべてアウェーで、言語や文化といったあらゆる点で逃げ場がないこ

とに息苦しさを覚えたが、徐々に日々の生活を繰り返すことでそれらを日常に取り込み、自

分の一部にしていった。この、大学へはこの道、普段の買い物にはこのスーパー、ちょっと

遠出するならこの電車、ここのパン屋がおいしいといったこまごまとした経験知の集積が、

旅行にはない「生活をする」醍醐味だと思う。そのような体験があることで、私の世界は広

がり、より多くの視点を得た。これは数値や実績として表れるものではないが、私にとって

もっとも重要な留学の成果のひとつである。 

 

④留学後の進路 

就職。かねてより志望していた博物館に関わる企業（展示映像の制作）に内定を得ている。

昨今のリモート面接の普及により、ロンドン‐東京間で面接をした。修士 2 年の夏に帰国

し、翌 3月に修了する予定。 

 

 

 

 

 
アーカイブ撮影作業の一部 ケンウッドハウス前にて 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

留学の動機を志望大学ときちんと合うように整理する。また申請時に英語のスコアが足

りなかったので、どのようにカバーするか説明できるようにした。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

派遣先大学の HP から応募。すべてオンラインでの提出、払い込みだった。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

英語圏への留学だったため、とにかくスピーキングを鍛えようと思い、オンライン英会

話を始めた。また大学の外国語センターにも協力を仰ぎ、英文添削等をお願いした。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

間違いなくビザの申請です。 私の派遣先であるイギリスのビザ申請にはスタンダードと

プライオリティがあり、通常はスタンダードが 10 営業日、プライオリティ（追加 3 万円）

が３営業日で審査されると聞いていました。しかし当初は申請（9/1）から 3 週間後の渡

航（9/22）を予定していたにも関わらず全くビザが来ず、最終的に渡航日を 2 回延期し、

10/6 になりました（結局ビザを受け取ったのは 9/28）。関係各所へのスケジュール再調

整をお願いしたり、ツイッターなどでビザの発行状況を調べまくったり、私自身も家族

も大変な心労でした。 9 月ごろは年度替わりのピークですので、ビザセンターでデッド

ラインまでに間に合うかを必ず確認し、少しでも不安があれば躊躇なく課金することを

お勧めします（私と 2，3 日前後してプライオリティ申請した友人でさえ、10 日間はかか

ったと聞きました）。 補足ですが、ビザセンターの電話はまったく繋がらないうえ、メー

ルは 1 通 300 円ほどかかって返事が 3，4 日後だったので、問い合わせには期待しないほ

うが良いです。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

朝 6:25 着の便。指定はなし。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

滞在形態は自由だったが、大半が大学と提携している寮に入っていた。その中でもいく

つか候補があったので、値段や場所などの条件を比べて選んだ（大学から徒歩 30 分、キ

ッチンのみ共用、ユニットバス付、月 11 万円）。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

在学生用ポータルサイトから。 交換留学生でも正規生と同じだけの単位を取ることが求

められたので、お茶大の指導教員と国際センターに相談して必要単位数を減らすよう一
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筆書いていただき、派遣先留学担当に提出した。この一連の問い合わせに結局 3 か月ほ

どかかって大変面倒だった上、派遣先でどこまできちんと確認しているのか甚だ疑問だ

った。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

当方は美術史が専攻で博物館学に興味があったため、主に博物館にまつわる授業を選択

した。また派遣先は日本研究で有名な大学だったため、日本美術や日本社会を扱った授

業も履修した。履修したのは全部で６科目（1 学期３つ、2 学期３つ、3 学期は０）で少

ないように感じるが、それぞれの授業に講義と演習が 1 時間ずつあり、毎週多くの事前

課題図書が出るため、すべてまじめにこなそうとすると非常に時間がかかった。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

ゼミ形式の授業が週に３度あったので、その際に意見交換をしたり協力して課題にあた

ったりした。ただし授業がオンライン形式の場合も多く、学外での交流は少なかった。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

不要だったもの：PC 充電用変圧器（変圧器よりも海外対応のメガネケーブル買ったほう

が安いうえに軽い） 持っていけばよかったもの：長い丈のダウンジャケット（イギリス

の冬は冷える）、 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

昼食は大学がフリーランチを提供していたのでよく利用した。 夕食は寮付属のキッチン

で自炊。徒歩 15 分圏内に大型スーパーが 3 店舗あり、日曜にはマーケットも出るので、

食材には困らなかった。ただしキッチンの使い勝手が悪かったため、パスタや適当な炒

め物程度しか作っていない。ロンドンは外食が高い一方スーパーの惣菜が充実している

ので、あまり料理をしなくても大丈夫ではある。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

博物館めぐり、舞台観劇、旅行 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

トビタテ！奨学金（16 万円／月）を受給。また知人のツテで得たアルバイトで 7 万円ほ

どの収入があった。 以下月平均の支出 家賃 ￥110000 食費+日用品 ￥30000 外食 

￥5000 洗濯 ￥3000 通信費 ￥2000 娯楽 ￥20000 服や大型雑貨 ￥20000 その他（交

通費など雑費） ￥5000 合計 195000 円／月 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 
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はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

修士 1 年 夏 渡航前にいくつかインターンに参加 10 月 渡航 2 月 一次面接 3 月 

二次面接 修士 2 年 4 月 内定 というスケジュールだった。オンラインが進み、対面で

の面接なしに内定まで進めたのは幸いだった。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

6 月に帰国後、半年間で修士論文を書き上げ、翌 3 月に修了、就職予定。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

「留学に行くなんてすごいね」とよく言われましたが、それは私が特別優秀だったわけ

ではなく、単に「やるか、やらないか」という選択をしただけだと思っています。その

決断さえしてしまえば、語学や資金などたいていの問題には解決策があります。留学を

志した時点でそれらを乗り越える力は十分に備わっているので、自信をもって突き進み

ましょう。 
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「留学して良かった」と心の底から思う 1年越しのロンドン留学 

 

文教育学部 人間社会科学科 4年  

1712403 百田茉乃 

 

①留学先大学の簡単な概要 

☆ロンドン大学 東洋・アフリカ研究学院(SOAS) ELAS 

SOAS は、アジアやアフリカといった地域を主な研究対象とする研究機構のため、それらの

地域からの留学生を積極的に受け入れていました。留学前は、イギリス人やヨーロッパの人

が多いだろうと思っていたので、想像以上に世界中の人と交流することができて良かった

です。 

キャンパスは、ロンドンの中心部にあり、様々な場所へのアクセスが非常に良い場所でし

た。自由時間は、多くの博物館や美術館を「気軽に」しかも「無料で」見学することができ、

授業以外でも多くの学びを得ることができました。 

 

②留学準備に関して 

コロナ禍で、渡英の許可が出たのが授業開始の 2か月半ほど前であったため、出発直前まで

バタバタでした…。皆さんもバタバタになってしまわないよう、以下の私の経験を、準備の

参考にしてもらえると嬉しいです。 

1.ビザの準備は最優先で 

私は出発日の前日にビザを受け取りましたが、届くまで間に合うかヒヤヒヤしていました。

特に時間がかかったこととして、①ビザの申請に必要 CAS ナンバーの発行（SOAS が発行し

てくれます）と、②ビザセンターを訪問し、申請を完了してから、ビザが届くまでにそれぞ

れ 1か月ほどがかかりました。 

2.寮の手配は、断られても交渉を諦めないで 

Dinwiddy House という、SOAS が提携する寮で滞在しました。キャンパスまでは、徒歩 25分

くらいで、SOAS の提携寮の中では一番大きく、安いと思います（それでも高いですが！）。

ほとんどの留学生がここに住んでいたため、寮で仲良くなった人も沢山いました。私は、当

初 6 か月のプランを希望しましたが、「3 か月か 9 カ月のプランしかないため、9 カ月を選

択し、残りの 3か月は代わりに住んでくれる人を探してくれ」と言われてしまいました。し

かし、SOAS に事情を説明し、相談したところ、間を取り持ってくれて、希望の滞在期間で

契約ができました。 

3.情報収集は Twitterが役立った！ 

コロナ禍で、検疫や手続きに関する細かくて複雑なルールが多くありました。それらの情報

をワーキングホリデーで渡英した/する方が、分かりやすくまとめてくれていたため、大変
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参考になりました。 

 

③留学中のことに関して 

【勉強面について】 

ELASコースでは、専門科目（開発学・メディア・国際ビジネスの中から、Major 科目と Minor

科目を選択）に加えて、Academic English が学べるのが特長です。私は、専門科目として

Majorで開発学を、Minorでメディアを選択しました。Term ごとに学期末課題として、Major 

科目は 2,500 word の Essayを、Minor科目はグループプレゼンテーションを提出します。

留学した直後は、英語で 2,500 wordの Essayが書けるか、英語でプレゼンテーションがで

きるか、不安で仕方なかったのですが、教授が親身に相談に乗ってくれたり、友人と励まし

合いながら取り組めたおかげで、乗り越えることができました。Academic English は週に

9時間あり、Term 2では、Minor科目の代わりに UG module（学部生の授業）の“Cool Japan”

という科目を履修しました。Term １の成績次第で、Term2では学部生の授業も履修できる

ので是非チャレンジしてみてください！ 

 

【生活面について】 

ロンドンは物価（特に外食）が高いです。そのため、なるべく自炊したり、Too Good To Go 

というフードロス削減のアプリを活用したりしました。SOAS では、有難いことに平日 12時

から Free Mealと呼ばれるベジタリアンの食べ物が配られるため、平日は Free meal を食

べて、食費を節約できました。また、私は留学 4か月目から、寮のすぐ近くにある「いただ

き膳」という日本食レストランでアルバイトをしていました。ここでの収入や、出会った

人々も私の留学生活の大きな支えとなりました。 

 

④留学後の進路について 

 まだ確定していませんが、「日本に軸を置いたグローバル企業」で働きたいと思っていま

す。留学を通して「日本製のクオリティの高さ」や「日本人や日本という国に対する信頼の

厚さ」を感じ、それらを世界に届けられる仕事がしたいです。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.留学先大学への申請後、どれくらいで受諾書を受け取りましたか？ 

当初は 2020 年度での留学を予定していたため、2021年度に移行の際は特に申請手続きは

行っていません。派遣先大学に「留学を 1年延期したい」という旨をメールで伝え、快く

承諾していただきました。2020 年度のやり取りを遡ってみると、2020年 5月 8日に申請

しており、2020 年 5月 19 日に受諾書を受け取っていました。 

2.留学ビザの手続きはどのようにしましたか？ 

7/2 SOASに CAS を申請 

7/30 CASが届く 

～寮の手配や、銀行に英文の残高証明書発行を依頼～ 

8/12 ビザ申請フォーム入力完了 

8/20 新橋の英国ビザセンター 

9/22 夕方、ビザセンターから「ビザ送りましたよ」のメールが来る 

9/23 午前中、ビザを受け取る 

9/24 出国 

 

・CASが届くのにかなり時間がかかりました…。 

・ビザ申請の際に、滞在場所の入力が求められるので、寮の手配はお早めに！ 

・英国ビザセンターの予約も、直近の日付だと埋まっているので、余裕をもって！ 

・私が申請した時期は、感染症対策のため訪問での受け取りではなく、2070円払って郵送

での受け取りを選択させられました… 

・ビザ申請料は、55,298円でした。（優先ビザではなく、スタンダードでの申請です） 

3.航空券はどれくらい前に購入しましたか？ 

①ビザが遅延していたこと、②旅行代理店の人に「座席にはかなり余裕がある」と聞いて

いたことから、出発の 9日前に予約していました。 

4.航空券を買う際にどのようなことをに気を付けましたか？ 

片道で買うよりも、往復で買って復路の日程変更をした方が安いので、帰りの日程が決ま

ってなくても、往復で買うべきです！私は、留学中にイギリスがロックダウンになる可能

性を恐れて、旅行代理店経由で航空券を購入しましたが、予約を変更するたびに変更手数

料 7,700 円がかかってしまうので、航空会社から直接買った方が良いと思います！ 

5.留学先大学には寮はありますか？ 

はい 

6.寮の手続きはどのようにしましたか？ 
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留学先の大学が準備してくれた、留学先の大学が紹介してくれた民間の会社を紹介してく

れた。など 

最初、留学先の大学が提携している学生寮に直接コンタクトを取りましたが「3 か月か

9 カ月のプランしかない」と言われてしまいました。その後、留学先の大学に相談した

ところ、間を取り持ってくれて、希望の滞在期間で契約ができました。 

7.留学に持っていく必需品は？ 

風邪薬、調味料（醤油、シャンタン、顆粒だし）、ウルトラライトダウン、ヒートテッ

ク 

 

【滞在中】 

1.具体的な生活について教えてください。空港に到着後、どのように滞在先まで移動しま

したか？ 

空港のインフォメーションセンターに頼んで、タクシーを呼んでもらいました。同じ便

の飛行機で渡英した人と途中まで相乗りしました。 

2.留学大学ではオリエンテーションはありましたか？ 

はい 

3.到着後、すぐに購入したものは何ですか？それはどうしてですか？ 

デスクライト、部屋の明かりが暗かったため 

4.1か月間の生活費について教えてください。 

寮費 50,000円、食費 20,000 円、交通費 5,000円など具体的な金額を項目別に書いて

いただけると参考にしやすいです。 

寮費（光熱費・水道代・Wi-Fi 代込）：11,0000 円 食費：20,000 円 携帯代：1500 円 

娯楽費：15,000 円 ※留学 4 か月目からアルバイトを始めたため、月 420 ポンド（約

65,000 円）ほどの収入がありました。 

5.教材は別途購入する必要はありましたか？いくらくらい必要でしたか？ 

全て Word ファイルや PDF で提供していただけたため、購入の必要はありませんでし

た。 

6.派遣先大学では留学生用のサポート窓口はありましたか？どのようなことに対応しても

らえましたか？ 

アカデミックチューターが就いてくれて大変助けていただきました。学期に 1 度面談が

あり、勉強面に限らず、生活面も親身に相談に乗ってくれました。また、私は Essay 提

出前に、（内容については教授に相談する必要がありますが、）構成や表現などを添削

してもらっていました。コロナに罹った際も、サポートしてくれ、提出物の締切延長も

対応していただきました。 

7.どれくらい授業を履修しましたか？ 
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1学期に 2科目等 

1 学期に 3 科目 

8.授業の準備や課題はどれくらいありましたか？ 

最終課題の他に、毎週各科目 300 word ほどの Short essay が課されたので、4～5 時間

くらいかけて提出していました。 予習をやるかどうかで授業の理解度がかなり変わる

と感じていたので、毎回各科目 90 分～2 時間は費やしていました。 最終課題の 2500 

word Essay やプレゼンテーションの準備は、締切の 1 か月半前ごろから始めていまし

た。 

9.自由時間はどのようにして過ごしましたか？ 

多くの美術館や博物館に無料で入れるので、時間を見つけてはよく訪れていました。週

末は、フラットメイトとキッチンで一緒に夕食を作ったりもしました。また、長期休暇

にはヨーロッパ旅行に行きました。 

 

【帰国後】 

1.学期が終わってすぐに帰国しましたか？ 

いいえ 

2.4年間での卒業を予定していますか？ 

いいえ 

3.4年で卒業を予定していない場合は理由を教えてください。 

留学を志したのが 3 年生の夏だったため、必然的に 4 年生での留学となり、通年で留学

すると卒業を延期せざるを得ない状況でした。悩みながらの決断でしたが、留学から帰

った今、卒業を延期してでも留学に行って本当に良かったと思っています！ 
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「できない」を恥じない 

 

文教育学部 人文科学科 3年 

1910125 木村こころ 

 

①留学先大学の簡単な概要 

【学生数】40,250 (2018) 

世界大学ランキング上位にランクインしており、正規・交換問わず世界各国から多くの留学

生が集まっています。特にコンピュータサイエンスやビジネス学科は人気が高く、アジアか

らの留学生が多かったです。 

【学べる分野】 

規模の大きい総合大学のため、基本的な学問分野は網羅しています。また、日本ではなじみ

の薄い分野も開講されており、動物学やファッションマネジメントを学んでいる友人もい

ました。私は、美術史学、映画学、文化人類学の授業を履修していました。 

【施設】 

イギリスらしい伝統的な建物からモダンな建物、公園のようなオープンスペースからカフ

ェやバーまで、何でもそろった魅力的なキャンパスです。特に、自習スペースの充実度は圧

巻です。メインライブラリーは 5つのゾーン、最大 6階まである大きな施設であり、蔵書・

コンピュータ・学習スペースすべてが充実しています。またその向かいには Alan Gilbert 

Learning Commons という 24時間オープンの自主学習施設があり、ミーティングルームや

カフェも完備されています。 

 

②留学準備に関して 

「スケジュール管理・語学勉強・情報収集」 

怒涛の締め切りに遅れないことが基本かつ最重要だと思います。留学は全体を通じて、「自

分」がどう行動するのかが重要です。留学準備の段階からスケジュール管理を徹底し、自分

の責任を自分で持つ心がけがを養っておく必要があると感じました。また、語学力向上にも

注力しました。大学側から要求された語学要件を満たすことはもちろん、いち早く現地の生

活に慣れるために外国語学習を継続的に行っていたことは、渡航後、大いに役立ちました。 

 

③留学中のことに関して 

【学習面】 

マンチェスター大学では膨大な量のリーディングが毎週課せられました。特に、英語を母語

とせず、現地での経験も浅い交換留学が日々の授業についていくには、現地学生よりも長い

時間を自主学習に費やす必要がありました。マンチェスター大学の授業は、講義とディスカ
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ッションの 2 部構成になっています。講義ではそのトピッ

クに関連した文献のリーディングが課され、ディスカッシ

ョンでは、そのリーディングをもとに議論を行います。し

たがって、空きコマも図書館にこもって文献を読み漁り、

ディスカッションの準備に追われていました。本当に大変

な毎日でしたが、「講義で一定の知識を得る→リーディング

でその知識をより深める→ディスカッションで自分の意見

を整理し、他者の意見を聞くことで新たな視点を得る」と

いうプロセスを繰り返すことで、短期間で知識を自分のも

のにすることができたと思います。 

【生活面】 

私の最大の学びは、「できないは当たり前」ということです。私は留学前、「できない＝恥ず

かしい」というプライドから、自分の能力以上の物事に挑戦する勇気がありませんでした。

しかし、留学生活はできないことの連続でした。特に、英語力の問題で会話や授業について

いけないときには。本当に苦しかったです。そこで、できない自分から目を逸らして、英語

で会話することをやめたり、わかるふりをし続けたりすることもできましたが、そんな留学

では何も学べないと思いました。そして私は、自分のまだ「できない」部分を「できる」に

変えるために行動し続けました。「私はまだ英語が上手くないけど、あなたと話したい」と

相手に伝え、会話をし続ける。授業が難しくても、「ここがわからないから説明してほしい」

とコースメイトやチューターの先生に伝える。「まだできないけど、できるようになりたい。

だからベストを尽くしている」という姿勢を示し、行動し続けることによって、「できない」

が「できる」に変化していくということを学びました。 

 

④留学後の進路について 

 海外の大学院でアートマネジメントを学びたいと思っています。今回の留学は私を大き

く成長させてくれましたが、私はもっと成長していきたいです。

そのためにも、もう一度海外に出て、より多くのことを学ばせて

くれる環境に身を置きたいと考えています。また私は、より多く

の人がより気軽にアートに出会える機会づくりに携わることを、

将来的なキャリアとして望んでいます。そのために、アートを社

会に活かす方法について学びたいと思っています。今までは「好

き」という感情で進路を選んできましたが、今は社会に対する問

題意識とそれを解決したいという思いが進路選択の原動力になっ

ています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

【書類審査】 留学が自分のキャリアにおいてどのような意義をもつのか、将来性に重点

を置いて申請書を作成しました。自分のキャリアプランにおける留学の位置づけを明確

にすることによって、「留学それ自体が目的なのではなく、留学を通じてどうなりたいの

か、そこまで見通しています」というアピールにつながると思います。  

【面接審査】 事前に提出した書類をもとに、どの部分が特に重要なのか、どんな情報を

付加するか、いわゆる取捨選択と肉付け作業を徹底しました。また、なぜその大学を志望

したのか、自分のキャリアにおける留学の意義は何かという点に立ち返ることで、オリ

ジナリティが生まれ、他の学生との差別化も狙えると思います。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

マンチェスター大学側から申請手続きのマニュアルがメール送付されてきたので、それ

に則って進めました。重要書類は不備があると困るので、確認作業を怠らず、また時間的

に余裕をもって進めました。なお、ウェブ上で全て完結するので、コピーを取っておくこ

とで万が一の不備や間違いに備えていました。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

奨学金、海外保険、航空券、寮とさまざまな申請に取り組みました。奨学金については国

際課、海外保険や航空券については国際教育センターの先生方を介した JTB の担当者様

に逐一相談しながら手続きを進めました。また、寮に関しては、大学ホームページではな

く、実際にそこで生活した人の意見を参考にしたいという思いから、マンチェスター大

学に交換留学生として派遣されていた先輩に zoom で相談をさせていただきました。（松

田先生に事情を説明し、留学経験者の方を紹介していただきました。） 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

疑問点、不安な点があれば、信頼できるところにすぐに相談することです。国際教育セン

ター、国際課、旅行代理店、派遣先大学の担当者の方々とは、できるだけ綿密に連絡を取

っておくことをおすすめします。また、留学経験者の方のお話を聞くのも大変役立ちま

す。大学の公式な情報ではカバーできない、でも SNS 上の情報よりも信頼できる情報を

たくさん教えていただけるので、安心して留学準備を進めることができると思います。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

日本を昼頃に発ち、夕方に現地に着きました。大学寮からは、午後 6 時までに寮につい

てほしいという連絡を受け取っていましたが、渡航スケジュールの関係上、寮に着くの
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は夜 9 時頃だったので、あらかじめ寮の担当者にメールを送っておきました。結果、寮

に常駐するスタッフの方が入居対応を行ってくれました。相手大学から渡航日程の指定

は来ると思いますが、指定時間外に到着する可能性がある場合には、早めに連絡を入れ

ておくべきだと思います。（なにしろメールの返信に時間がかかるので。一週間は見てお

くべきだと思います。） 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

交換留学生は大学寮への入居を強く推奨されていました。個人寮への入居も可能でした

が、トラブルに巻き込まれる危険があるため、控えるべきとの連絡が相手大学側から届

いていました。私の場合は、事前に 5 つ程度の大学寮に入寮希望申請を行い、そこから 1

つの寮が指定されるという形でした。寮によって食事の有無や立地、部屋の広さ、家賃が

大きく異なっていたので、留学経験者の先輩に相談したうえで寮の選定を行いました。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

相手大学への留学申請の際に、履修を希望する授業を 3 つ、またそれら 3 つの授業に登

録できなかった時のために、予備の授業 2 つをあらかじめ選ぶシステムでした。交換留

学生は、1 セメスターあたり 50～60 単位（1 授業 10～20 単位）の範囲内で履修希望を出

すことを求められていました。授業ごとに IELTS の規定スコアが異なっていましたが、

担当者との交渉次第で履修できるケースもあります。私の場合は、人文学系統のみの履

修が可能でした。なお、基本的に学年の縛りは無く、どの学年の授業も履修することが可

能でした。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

美術史学、文化人類学、映画学の授業を履修していました。1 年生向けと 2 年生向けの授

業をどちらも履修していたので、授業レベルにある程度差はありましたが、基本的な授

業の流れ（講義、リーディング、ディスカッション）は共通していました。講義とディス

カッションはそれぞれ 1～2 時間で、リーディングは平均して 2～3 つの文献を読むこと

が求められました。朝は大体 9～10 時頃に大学に向かい、空きコマも図書館で授業準備

と復習に取り組み、5 時半のディナーに間に合うように帰宅しました。食後に再びリーデ

ィングをする日も多く、休日も土日のどちらかはリーディングに充てていました。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

International Society というサークルがあり、そこで週 2 回開催されるソーシャルイベ

ントにほぼ毎週参加していました。また、そのサークルが運営する語学ボランティアに

も参加し、日本語を海外の学生に教えていました。 Japanese Society というサークルは

日本人の正規・交換留学生、また日本語を学んでいる、もしくは日本に興味がある学生を

対象に不定期イベントを開催しており、そのイベントにもほぼ参加しました。 さらに、

私の寮は食事つきだったので、朝食と夕食の際に同じ寮の学生たちと話す機会がありま
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した。 総じて、大学側は学生との交流の機会を設けていますが、それを活用するかどう

か、またそこで友達をつくってプライベートでも交流できるかどうかは個人によると思

います。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

【不要だったもの】 ・英語学習の参考書（現地では、1 人で参考書を開くよりも、相手

とコミュニケーションをとる方が語学力アップにつながる） ・大量のノートとシャーペ

ン（ほとんどの学生がノートをパソコンで取る、シャーペンではなくボールペンをつか

うため、シャーペンの替え芯が売っていない） 【必要だったもの】 ・インスタントみそ

汁（日本食が恋しくなったときに気軽に食べられる。現地でも買えるが高価） 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

食事つきの寮に滞在していました。キッチンもありましたが、ほとんど使いませんでし

た。外食は値が張るため、スーパーを活用していました。特に、Meal Deal がお得で、メ

インとドリンクとスナックをセットで 3～4 ポンドで購入できます。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

プライベートでは、友達と遊んだり食事をしたりすることに時間を使っていました。コ

ミュニケーションが語学力向上に不可欠だと感じていたので、休みがあると積極的に友

人と会う時間を作りました。加えて、ハロウィンやクリスマスには友達とパーティーを

したり、イースターなどの長期休暇には一緒に旅行に出かけたりしました。また、美術史

学専攻のため、自分の学びという意味も兼ねてイギリス各地の美術館を 1 人で巡ること

もしていました。1 人の時間も好きなので、Day Trip を週末に組み込むなどして、勉強

の息抜きをしていました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

業務スーパージャパンドリーム財団から月に 15 万円の奨学金を受給していました。寮費

はあらかじめ家族に負担してもらっていたので、主に生活費や課外活動費に充てていま

した。イースターや夏季休暇にはヨーロッパ旅行をしたり、週末にはイギリス各地を Day 

Trip で回ったりしていましたが、格安航空券や長距離バス、また宿泊にはドミトリーを

使うことで費用を抑えました。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

いいえ 
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3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

院進を予定しています。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

2 年生からゼミに参加し、渡航前までにある程度の調査を終えているので、夏休みを利用

してさらに調査を進め、10 月から執筆を開始する予定です。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

できないということは当たり前で、そこからできるようになるためにどう行動するかが

重要だと思います。できる範囲はできないことに挑戦することでしか広がりません。で

きないことを恥ずかしがらず、できるようになることを目指してベストを尽くし続けて

ほしいと思います。 
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ダーラナ大学交換留学を通して 

 

文教育学部 人文科学科 グローバル文化学環 

1910156 町田早弥香 

 

①留学先大学の簡単な概要 

【スウェーデン・ダーラナ地方とは】 

 みなさんはスウェーデンのダーラナ地方をご存知でしょうか。ダーラナ地方は、スウェー

デンの首都ストックホルムから電車を使って北へ 3時間ほどのところに位置する地域です。

「スウェーデン人の心のふるさと」とも呼ばれるこの地域は、自然豊かでスウェーデンらし

い景色が広がっているのが特徴で、綺麗な森や湖、川の風景の中に赤い家々が立ち並んでい

る、そんなのどかな光景にとても心が癒されます。夏は森でベリー摘みや湖でカヤック、水

泳を楽しみ、冬は凍った湖でスケートを楽しむことができるなど、日本では味わえないよう

な自然の楽しみ方ができることも魅力的です。 

【Högskolan Dalarna とは】 

 ダーラナ大学は、ダーラナ地方の Falunと Borlängeという二つの都市にキャンパスがあ

ります。Falun, Borlängeともに大きな都市ではありませんが生活をするのに困ることはな

い規模で、落ち着いた町です。ダーラナ大学について、まず学問に関して述べます。学ぶこ

とができる分野は主に観光学や社会学・教育学、言語学、エンジニアリング、ビジネスなど

で、交換留学生として学ぶ場合には特に学科に所属するわけではなく、自分の履修したい授

業を一学期に最大 37.5単位（授業にして 5科目ほど）履修することができます。授業は英

語開講のものが多いため留学生でも問題なく受講できます。次に学外のことに関しまして

は、基本的にクラブ活動などはほぼありません。図書館がとても綺麗なことが魅力の一つだ

と思います。 

 

②留学準備に関して 

アドバイスの欄で後述するので、あまり詳しく述べず簡単にまとめます。私の場合、 

準備は下記のような流れでした。 

学内選考通過→ダーラナ大学申請期間に授業登録→学生寮のシステムに登録（9月半ば）→

ダーラナ大学受け入れ許可（11 月頃）→居住許可申請、学生寮への申請→居住許可交付（12

月頭）→渡航に向けて準備→渡航（1月頭） 

幸い私は特に問題なく各申請を進めることができましたが、居住許可の申請と学生寮への

申請は早めに行うべきです。またスウェーデン語の学習について、私は少し勉強をして渡航

しましたが、スウェーデン人は基本的に老若男女みな英語がお上手なので特に重要ではあ

りません。 
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③留学中のことに関して 

 私は当初半年間だった留学期間を延長し、年度をまたいで一年間の留学としています。そ

のため、まだあと半期留学期間が続く中でこの報告書を書いているのですが、私の半年間分

の留学生活ということで読み進めていただければ幸いです。 

私のここまでの留学生活を一言で表すと、「自分の未熟さを知り、世界が広がった半年間」

です。私の留学の目的は、①以前から関心のあった持続可能な社会発展について学びたい、

②一年次に参加したカンボジアスタディツアーでテーマとして扱った教育分野について深

めたい、という二つであり、両分野ともに先進的であるスウェーデンを留学先として選択し

ました。まず留学先での思いの変化について述べます。渡航後、一番はダーラナ大学の学生

の幅の広さに驚きました。この大学には主にＥＵ圏内や中東、アフリカなど様々な国から留

学生が来ており、授業内外でそのような学生方と知り合えることが大変刺激となりました。

日本人の留学生も自分含め 7 名いました。様々な人と知り合う中で自分の知らない世界を

知り、視野が広がった一方、自分の未熟さも強く感じました。例えば、語学面ではヨーロッ

パの学生たちと比較して自分はうまく英語を操れないことに強く悔しさを抱いたり、自分

の性格面では自己主張が当たり前の価値観の中で常に控えめな自分自身に劣等感を抱いた

りしました。そうした自分の未熟な部分をこの環境でもっと改善したい、またもっと自分の

学びを深め世界を広げたいと強く感じたことから、留学期間の延長に踏み切ったという流

れです。次に学業面について述べます。大学での授業は、コロナ禍ではありましたがほぼ対

面で、私はサステナビリティに関する授業をはじめ、幅広く履修していました。特に印象に

残っている授業は野外教育に関する授業です。スウェーデンでは幼いうちから自然ととも

に生活することがあたりまえで、小学校には outdoor education として野外で行われる授

業もあります。自然に対して「危ない」という見方も少なからずある日本とは少し異なる考

え方に面白さを感じました。最後に学外でのことについて述べます。留学当初から、「学外

でも自分の学びを深めたい」という思いを抱いており、他の日本人学生とともに日本語を学

ぶ学生に対して日本語を教えるボランティアを運営したり、ゼロウェイストに取り組むＮ

ＰＯ団体へお邪魔したり、夏季休業中にサステナブルな農法に取り組む農場でボランティ

アに取り組んだりしていました。どれも自分の視野を広げてくれ、良い経験になったと感じ

ています。また、大学の授業でフランス人の子と仲良くなり、その子と一緒に隣国のデンマ

ークへ旅行したりもしました。 

この欄で全てを述べることはできませんが、海外の環境に身を置いて自分の未熟さにもど

かしさや劣等感を感じながらも、挑戦することを意識した留学生活では様々な学びを得る

ことができました。まだまだ自分の未熟さを感じることは沢山ありますが、自分のペースで

前進していけたらと思っています。 

 

④留学後の進路について 



 

48 
 

就職の道で考えていて、現在留学先から細々と日本の就職活動対策を進めております。軸と

しては、海外と関われるお仕事、そして主に環境問題対策などの社会貢献ができるようなお

仕事に就けたらと、漠然とではありますが考えています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

・学内選考のための語学試験受験はしなかったものの、英語面接があるため語学の学習

はしていました。  

・自分がどうして留学をしたいか、現地で何をしたいかを自分なりにしっかりまとめて

いました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

・申請期間に大学 HP 内で履修したい授業を選択して登録 → University Admissions.se 

という web サイトを用い、お茶大からの推薦書・成績証明書・パスポートの写し・（高校

の卒業証明書）をアップロードして申請完了でした。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

・Residence permit の申請：スウェーデンに三か月以上滞在する場合には申請が必要で

す。申請には大学からの受け入れ許可証が必要なのですが、申請から交付までかなり時

間のかかるケースがあるため受け入れ許可後即座に行いました。私の場合は申請から約

一か月弱後に、交付のお知らせが郵送で届きました。 ・航空券の購入、保険の申し込み：

保険に関しては大学からの指示に従いました。 ・学生寮の申請：私は Falun に居住して

いたため、Kopparstaden という会社が運営する学生寮に申請を出しました。 ・語学の勉

強：英語の自主学習を継続しました。スウェーデン語は少し触れた程度です。 ・荷造り：

後述します。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

・前述の学生寮の申請と Residence permit の申請は早めに行うことをお勧めします。許

可が出るまでに時間がかかるためです。 学生寮に関しては、部屋が決まるかどうかは先

着順です。大学の受け入れ許可証がなくても申請はできるので、留学が決まったら早め

に申請することをお勧めします。 Residence permit の申請に関しては大学の受け入れ

許可が出るまで進めることが出来ませんが、申請に必要な英文の銀行残高取得など時間

のかかるものは早めにやっておくが吉です。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

現地空港に到着したのは夜 21 時頃だったかと思います。指定はありませんでした。 空

港から大学まで遠いため、空港付近で一泊したのちに Falun へ向かいました。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

Kopparstaden という学生寮のみです。ただこの学生寮に入れない留学生も一定数おり、
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シェアハウスやホームステイをしている子もいます。私自身も寮の部屋が 2 月からだっ

たため、一か月ホームステイをしました。ステイ先は国際交流センターの松田先生にお

手伝いいただき見つけることができました。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

履修したい授業を、大学の HP 上でオンラインショッピングをするような要領で選択・登

録しました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

サステナビリティに関する授業、野外教育に関する授業、スウェーデン語の授業、観光学

の授業を履修しました。具体的にかけた時間は細かく記憶していないのですが、スウェ

ーデン語は日々の復習とテスト前の学習、その他の授業は授業外の時間で論文読み込み

や発表資料・レポートの作成などを行いました。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

あまりありませんでした。私が履修した授業は留学生しかおらず、現地大学生と学内で

交流できる機会はほぼなかったです。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

・不要だったもの：大量のホッカイロ（寒さにどのくらい耐性があるかによりますが、私

はあまり使いませんでした。）、日本の調味料（味噌、みりん、しょうゆ、お好み焼きソー

ス、だしなど現地でかなり色々な調味料が購入できます。）、生理用品 

・持って行けばよかったもの：日本のお菓子  

・持って行ってよかったもの：暗さ対策のビタミン D 錠剤、氷の上で滑りづらいスノー

ブーツ、常備薬 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

外食は一食 2000 円程度することも普通なほど高価なので、自炊をしていました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

・日本語を教えるボランティア：ダーラナ大学には日本語科があるため、他日本人学生と

ともにオンラインでの交流会を企画して毎週開催しました。  

・セカンドハンドショップでのボランティア：町にあるセカンドハンドショップでボラ

ンティアとして週 2 日ほど働いていました。  

・環境関連の NPO 団体への参加：ウプサラという他の街を拠点とする NPO 団体に所属し

ましたが、場所が少し遠くあまり参加することが出来ませんでした。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

コロナ禍で奨学金がもらえなかったため、あまり使いすぎないよう工夫をしました。一
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か月の出費は 8 万円ほどです。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

いいえ 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

3 年次を一年間使っての交換留学となるため、留学先でサマーインターンシップなどに取

り組んでいるほか、現地でできる限りの選考対策などは進めています。帰国後に就活の

本選考に臨んでいく予定です。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

現地で調査をしたいと考えており、留学生活と両立しながら、現地で卒業研究を固めて

いく予定です。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

もしあなたが留学に行くことを迷われている方で、家族の了承なども得られそうなので

あれば、是非挑戦してみることをお勧めします。自分はまだもう数か月留学期間が残っ

ているなかでこの報告書を書いているのですが、留学へ来てとてもよかったと感じてい

ます。大変なこともありますが、世界観が広がりますし、考え方の幅も広がると思いま

す。この報告書では自分の経験談から留学をお勧めすることしかできませんが、みなさ

んがご自身にとって最善の決断をなさることを願っております。 
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セントリア先端科学大学留学報告書 

 

文教育学部 人文科比較歴史学コース 4年 

1810143 野村宙可 

 

①留学先大学の簡単な概要 

◇セントリア先端科学大学◇ 

地域：中部ポフヤンマー群コッコラに位置し、都会からは離れた静かな町です。 

学べる学部：Business Management studies/Environmental Chemistry and Technology 

studies/Information Technology studies 

魅力：フランス、スペイン、ベトナム、ナイジェリアなど各国からの留学生がいるが、日本

人は非常に珍しいため仲良くなりやすい。寿司が人気で寿司屋があちこちにある。 

 

②留学準備に関して 

主に 4つの準備をしました。 

（1）ビザ 

「ビザの準備は早めから始まるに越したことはない」と聞いていましたが、予想以上に手間

のかかる申請でした。必要書類には細かい規定があり、それを順守することに神経を費やし

ます。 

（2）奨学金 

トビタテや利用できるあらゆる種類の奨学金を調べ応募しました。 

（3）コロナウイルスに感染した場合の対応 

私の派遣先大学では、EU域外の学生の場合、公立病院や大学の保健室は利用できないため、

感染した際の対応はまとめときました。 

（4）就職活動の情報収集 

SPI の対策本などはキンドルにはない場合もあるので、事前に確認し持っていきました。ま

た、留学中の就職活動を行った先輩を探し、就活スケジュールを一緒に立ててもらいまし

た。 

 

③留学中のことに関して 

〇生活 

私の住むコッコラはフォンランドの西海岸に位置し、ヘルシンキなどの都会からは離れた

小さな町です。朝日やオーロラ、ベリー摘みなどを満喫できます。 

〇授業 

4－6時間と長めの授業の合間にはよくコーヒー休憩が挟まれました。 
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フィンランドは一人当たりのコーヒーの消費量が世界 1 位なこともあり、国民全員がコー

ヒーを愛しているそうです。 

〇交流 

3人部屋の量で生活をしていたため、同部屋の子やその子の友達と比較的すぐに仲良くなる

ことができます。ただ、だれと同じ部屋になるかは完全に運なので、相性の悪い人と同じ部

屋になり困っている人もいました。 

 

④留学後の進路について 

 卒業後はタックスコンサルタントとして働く予定です。 

内定先を受けたきっかけとして、起業や企業でのマーケティング戦略の経験のある学科の

先生方へのインタビューから、専門性を持った働き方に魅力を感じたことあります。 

その後は、転職を通して業務の幅を広げ 30歳ごろに独立を考えています。   
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

推薦書や英語面接の準備 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

派遣先の担当の先生と直接メッセージでやり取りした 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

ビザの準備。早めに動いた。写真の色が水色だといけない、など国によって細かい規定が

あるのでよく確認が必要だった。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

健康管理 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

10 時頃発。指定はなし。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

寮が主な受入先だった。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

パソコンから個人で行った。そのへんにいる子に声をかけ色々と教えてもらった。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

ビジネス系の授業。授業がメインではなく、成果物を提出するものが多く、準備などは授

業前に 3～5 時間位かかった。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

あまりなかった。留学生同士で仲良くなることがほとんどだった。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

北欧だったため靴用カイロを持っていった。必要なかった。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

自炊 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

先生方へのインタビュー 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 
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込み込みで月 8 万ほど。友達と旅行などするとお金がかかる。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

いいえ 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

留学中に内定をもらい、留学後も続けた。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

テーマは決まっているため、これから先行研究の整理と執筆を進める。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

卒業年度や就活、友達できるか、成果を挙げられるかなど色々不安はあると思います

が、恐れすぎず決断してもいいのではないかと思います。 
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タンペレ大学への研修 

 

文教育学部 言語文化学科 3年 

1910213 角野沙也花 

 

① タンペレ大学の概要 

 最初に、タンペレ大学基本的な特徴について紹介する。まず、タンペレ大学の学生数は約

21500人で、留学生も多数在籍している。様々なイベントやゲームを通じて留学生と現地大

学生との交流もさかんに行われている。キャンパスは３つあるが、どこもタンペレの中心に

あるシティセンターに比較的近い。私の専攻は Social Science（社会科学）だったので、

シティセンターキャンパスだった。次にタンペレ大学の魅力を紹介する。タンペレはフィン

ランド第二の都市と呼ばれているものの、首都のヘルシンキに比べて市自体がかなり落ち

着いた雰囲気で、その中心地に大学がある。そういった落ち着いた雰囲気の中で勉学に勤し

みたい人には向いていると思う。現地大学生とのチューター制度だけでなく、ESN主催の学

生旅行や食事会等、フィランド人との交流機会も豊富にあるため、留学生、現地大学生との

交流への関心が高い人にとっては非常に魅力的な大学だと考える。また、比較的専攻を超え

て様々な領域から授業を選択できるため、興味の幅が広い人にも向いていると思う。 

 

（写真左：大学の図書館、写真右：シティセンター周辺の景色） 

 

② 留学準備に関して 

 第一に、学内選考への準備について説明する。短期的には留学志望理由書の執筆や担当教

員からの推薦状の準備等がある。推薦状を担当してくださる先生には早めに相談した方が

良い可能性がある。また、競争率が高い人気の交換留学先の場合は特に、学内での成績や語

学力も学内選考の判断材料になるため、長期的にこれらも考慮しつつ計画立てて準備する

と良いと思う。第二に、内定もらってからの実際の協定校の申請について説明する。私の場

合、新型コロナウイルスの影響の結果、当初大学 2年の夏学期（2020年 8月～12月）に留
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学する予定だったが、実際は 3年の春学期（2022年 1月～5月）に留学することになった。

この 2年間の月日が流れる中で、留学して何を勉強したいか、どんな経験を得たいかも変わ

ったため、改めて志望理由を考えることになった。それに合わせて提出書類である 

“motivation letter”（研究計画書/志望理由書）や “preliminary study plan”（履修計

画書）を変更する必要があった。また、英語の成績証明書の発行や語学の証明書の準備を行

った。第三に、現地大学からの受入れが決まった後の準備について説明する。受入れが決定

後から渡航するまでの期間は意外と短く、短期間で膨大で複雑な手続きに直面することに

なった。特に、滞在許可証の発行が最も時間がかかった。滞在許可証を発行するためには

Web と大使館での手続きが必要になるが、その手続きの過程で銀行の残高証明書（英文）の

発行や、生命・補償保険会社への申請、（申請する場合は）奨学金の奨学金支給証明書の発

行等を用意しなければならない。特に、海外に長期間滞在したことのない人は、内定をもら

う前からどのような手続きをする必要があるかを事前に調べておくことをおすすめする。

渡航する準備とともに、現地で生活する準備も進めなければならない。留学初期に最も重要

なことは、1．情報、2．交通、3．（食べ物を含む）生活必需品というこの 3つへのアクセス

ビリティを確保することである。情報という観点では、SIMカードの準備、交通という点で

は交通手段の検索やその決済方法の確認（タンペレではオンラインできる）、生活必需品と

いう点では、自分の家に最も近いスーパーがどこにあるか、どうやって行けるか等を確認し

てから渡航するとスムーズに生活を送ることができると思われる。困ったときは、ルームメ

イトやお店の人に遠慮なく尋ねると皆親切に教えてくれるため、適宜他人を頼ることも重

要だと感じた。  

 

③ 留学中の生活に関して 

 生活一般については、冬と夏でかなり気候が違うので、靴を含め、服装はどちらも準備し

ていった方が良い。冬は非常に厳しく、春夏は涼しくカラッとした気候である。また、日用

品を買うスーパーがいくつかあるのだが、大きく分けて LIDL、S-Market、K-marketの３つ

ある。LIDLは雑多に商品が置かれているものの、かなり安く日用品を購入できる。K-Market

は居住地のすぐ近くにあり便利な一方で日用品の値段は高めである。S-Market は両者の中

間くらいの価格帯の商品が置かれている。私は LIDL に行くことが多い一方で、周りの日本

人は S-Marketを利用する人が多かった。夜と朝は自炊し、ランチは大学の学食（学生証を

見せると€2.7/約 370 円）を利用した。学食は安く、栄養バランスもとれ、1 プレート制で

量も自分で調節できるため、ほぼ毎日利用した。 

 

④ 留学後の進路について 

 国内の社会学系の大学院に進学しようと考えている。留学して以降、どの授業をとっても

「フィンランドではこういった問題が起きているが、日本ではどういった問題が起きてい
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るのだろう」と自然と考える傾向にあることに気づいた。日本のことについて自分はもっと

学ぶ必要性があると考えているので、大学院は国内に進学し、進学先で自分の専攻テーマ

（富の格差と福祉国家の関係性）について国際比較しながら研究を進めたい。これまで大学

や課外活動において比較的広く色々なことについて学んできたため、大学院では多角的な

視点を持ちつつ、自分の専門性を深め、自分の強みを磨いていきたいと思う。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

学内推薦を得るために準備したことは、できるだけ良い成績を取ること、英語の勉強、大

学の先生に推薦状執筆をお願いすること。あとは「どこに」、「なぜ」留学したいかという

志望理由をできるだけ具体化すること（説得力をもたせる）。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

まず、留学先の大学の HP に留学生用のページがあるので、そこから申請方法、必要な書

類、申請期限等の情報を得る。次に、申請に必要な書類を準備する（語学証明書、英語の

成績証明書、研究計画書等）。最後に期限までに出願する（大事）。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

滞在許可証の発行（最も時間がかかる）、寮・宿舎への申請、ワクチンパスポートの発行、

奨学金への申請、航空券の手配、保険の申し込み ＊必要な申請が多いが、優先事項を決

めること（申請から受け入れに時間がかかるものから順番に行う） ＊私はエクセルに必

要な手続きとその進捗状況をまとめていた。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

調理器具を多めに持っていくと良い。あとは、私は肌が弱かったので、留学先で買わなく

ても良いように、いつも使っている化粧品や衛生用品を準備した。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

10 時頃日本を出発して滞在先には 15 時に着いたと思う。大学から指定は特になかった。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

滞在形態は、おそらく 1 人部屋かシェアハウスを選べたと思う。私は安い方が良かった

のでシェアハウスを選んだ。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

自分の学科を担当するコーディネーターから、留学生が選択可能な授業のリストが予め

配布された。それを基に Sisu という媒体を通じてオンライン上で履修登録をした。（具

体的な手続きは留学先の大学の HP に載っていた） 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

履修した授業としては、 ‘Introduction to Criminal Justice’（刑事司法入門）、’Social 

Protection and Health’（社会保障と健康）、’Introduction to Social Work in Finland’

（フィンランドの福祉に関する基礎講義）、’Comparative Criminal Justice’（比較刑事司
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法）がある。 

準備というよりも、課題が出るのでそれをその都度行っていく形。通常の課題は 6時間くら

い。長文のエッセイは 3日間くらいで仕上げた気がする。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

チューター制度があったため、そのチューターと相性が良ければ留学期間全般にわたって

交流することができる。また、私の学部では、フィンランド人と留学生の交流が頻繁にあっ

た。（ランチを共にする、ゲームを一緒にする、美術館に訪れる等） 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

不要だったもの：日本で使う証明書類（保険証など） 

持っていけば良かったもの（実際は持っていっていない）：5 か月分の化粧水、乳液等。サ

ウナ用のサンダル。スニーカー（冬出発だったのでブーツしか持っていなかった）。レトル

ト日本食や日本の調味料。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

朝は果物、昼は学食、夜は自炊していた。乳製品、パスタやベーコンが安いため、よくカル

ボナーラを作った。あとはスープもよく作ったが、現地のインスタントラーメンをアレンジ

して食べることも多かった。（辛ラーメン＋卵＋ハム等） 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

特にしていない。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

5か月間の留学で給付型の奨学金を85万円もらっていたので、ほとんどそれで工面できた。

食費・交際費が毎月 32000円くらい、衛生用品にかかった費用が 5000 円くらい、交通費が

毎月 5000円、通信費が毎月 3000 円くらい。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

大学院に進学する予定。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

留学先でもオンラインで卒業研究演習を受けていた。隔週に 1回その演習があるので、その

演習中に出される課題に合わせて進めている。 
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5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

慎重になりすぎず、当たって砕けろ精神の方が、前向きに留学生活を送ることができる気

がする。 
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コペンハーゲン大学留学報告書 

 

生活科学部 人間生活学科 3年  

1930416 小山愛理 

 

①留学先大学の簡単な概要 

コペンハーゲン大学はデンマークの首都に位置し、デンマーク

では最も長い歴史を持つ大学です。学生数は約 3 万 7 千人と、

同国で 2 番目の規模です。キャンパスはコペンハーゲン周辺に

複数存在し、City Campusはコペンハーゲンの中心地に位置しま

す。コペンハーゲンは小規模な都市なので、自転車やメトロでの

移動が便利です。また、治安も良いため、勉強に集中できる環境が整っています。学部の授

業はデンマーク語が中心と聞いていましたが、留学生の向けの授業も多くあり、それらは全

て英語での開講でした。 

 

②留学準備に関して 

新型コロナの影響で既に留学を 1年間延期しており、3年生の 4月時点で留学の実現はかな

り難しいと大学の方からも伝えられていたので、政府の方針が転換し突如留学の可能性が

浮上した 6 月頃はほとんど何も準備ができていない状態でした。コペンハーゲン大学への

申請は冬頃に完了し、受入証も取得していましたが、留学先の履修申請や滞在資格の申請、

航空券の確保、英語版ワクチン接種証明書の取得など、事務的な作業に追われました。加え

て、コペンハーゲン大学は本学の新たな協定校であったため、一からデンマークの滞在資格

や必要書類について調べる必要があり、苦心しました。 

 

③留学中のことに関して 

履修した授業は 3つで、全て週１回実質 90分のものでしたが、毎週リーディング課題があ

ったため授業のない日も大学の図書室などで自習をしていました。Danish Cultureという

授業は、履修者が 100人を超える交換留学生向けの授業で、毎回異なるテーマを扱うオムニ

バス形式でした。デンマークの歴史・都市開発・食文化・芸術・文学・映画などの講義の他

に、課外学習が 3回程あり、ルイジアナ美術館やフレデリクスボー城などを訪問しました。

２つ目の Danish Society - A Sociological Perspective という授業では、デンマークの

社会福祉、労働市場、教育格差、ジェンダー問題、政治などを、こちらもオムニバス形式で

学びました。学期末には A4 で 10 枚弱のレポートがあり、課題が最も大変な授業でしたが、

元々北欧の社会保障に興味がありコペンハーゲン大学への留学を決めたため、これが一番
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学びごたえのあった科目でした。3つ目の Introduction to Japanese 

History, Society and Cultureは、日本が海外からどのように見ら

れ、どう学ばれているのかという興味から履修しました。授業で取り

扱われる歴史や社会問題自体は当然既知の内容でしたが、教授やデン

マークの学生が着目するポイントが私にとっては意外に感じること

が多々あり（戦後の戦争教育や慰安婦問題など）、日本国内では

気付けなかった視点に触れることができました。 

生活面については、前述したとおり治安が良く安心して生活でき

ました。パンデミックの後、海外ではアジア人差別が増えている

と聞き心配していましたが、滞在中にそういった差別は一切受け

ませんでした。しかし、物価は高く、ランチでも 2000円程かかることがざらでした。デン

マークでは労働者の賃金が高いため、特にサービス業においてはどれも料金が高いです。そ

のため、友人と遊ぶ時は、誰かの家や大学の施設に食事や飲みものを持ち寄ることがほとん

どでした。大学の食堂は種類も豊富で価格も手ごろなので重宝していました。また、メトロ

は往復 600 円程かかるため、レンタル自転車を利用していました。12 月は少し寒かったで

すが、コペンハーゲンは平地のためサイクリングもしやすく、風景や人の様子を楽しみなが

ら日々の運動にもなるので、コペンハーゲンに住むなら自転車はおすすめです。一方、スー

パーでの買い物は東京と大差なく感じました（私の感覚では加工食品はリーズナブルな一

方、生鮮食品はやや高い気がします）。 

現地での手続きとしては、滞在資格の受け取り、CPRナンバーの申請、NemIDの発行などが

ありました。滞在資格は日本で申請したものの、出国前の受け取りが間に合わなかったた

め、現地で受け取りをしました。CPRナンバーはデンマークに 3か月以上滞在する人に発行

されるもので、現地に到着後、申請する必要があります。銀行口座の開設、病院の診察、処

方箋受取の他、Covid test を受ける際などに必要となるカードです。COVID testは無料で、

PCR 検査を受ける場合予約が必要ですが、Rapid test はウォークインでの検査が可能なた

め手軽に利用することができました。写真はショッピングモール内にあった検査場です。

NemIDは、行政手続きや PCR 検査の予約などをインターネットで行うために必要で、最初の

申請にあたっては役所に出向かなければなりませんが、デンマーク人に同行してもらえば、

即発行してもらえます。どんな手続きにおいても基本予約制で待ち時間はほとんどありま

せん。 

 

④留学後の進路について 

私は学部 3年の秋学期に留学し、帰国後に就職活動を再開しました。志望業界の本選考が 6

月であったため、一般的な採用ルートで応募しました。卒業後も英語の勉強を続け、海外赴

任にも挑戦したいと考えています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

先輩の留学報告書や各校のホームページを参考にして志望校を決定した後は、志望動機

を練りました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

協定校からメールが届き、その指示に従ってオンラインで申請しました。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

英語のスコア提出は求められませんでしたが、英語力が不足していると感じライティン

グとスピーキングの勉強に力を入れました。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

入国したその日にアパートに入居できるのか、鍵の受取りはどうするのか等事前に確認

し、飛行機の時間を合わせたり、現地の相談役となってくれる学生に連絡したり準備を

しておくと良いと思います。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

指定はありませんでした。現地には 14 時ごろ到着しました。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

コペンハーゲン大の学生専用アパートが複数あり、シェアハウス、完全個室など選択肢

は豊富でした。ただし、良い部屋は争奪戦になります。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

授業ごとに、指定のメールアドレス宛に履修申請のメールを送りました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

デンマーク文化についての授業、デンマークの社会制度に関する授業、日本社会につい

ての授業を履修しました。どれも 90 分授業でしたが、最低 4 時間は予習が必要でした。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

週に一度、日本語カフェなるものがあり、そこで現地の日本語学科の学生と仲良くなり

ました。同じ部屋に住んでいた 3 人とは夕食時に話すことが多かったです。授業で知り

合った子もいましたが、一緒に遊びに行くような仲にはなれませんでした。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

変圧器は 2 個以上あった方が良いです。ただ帰りの荷物が増えるので、基本最低限の荷



 

65 
 

物で良いと思いました。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

ほとんど全て自炊しました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

大学内の日本語カフェに通っていました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

家賃は約 8 万円、食費含む生活費で 3 万円、交通費など含む交際費で 2 万円程だったと

思います。休み期間で旅行に行った月などはプラスでお金がかかりました。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

3年生の 1月末に帰国し、6月に就職活動を終えました。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

留学中もゼミに参加していたので、他の学生と同じように進めます。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

異国の地へ自分ひとりで赴くのは勇気のいる決断だと思いますが、自分の力で行動した経

験は必ず自信になると確信しています。私も留学前は不安しかありませんでしたが、現地

へ行ってしまえば、知り合いが沢山できますし、生活にも慣れます。大学生という比較的

時間に余裕がある期間に、何か興味を持ったことに挑戦してみるのは人生の糧になると思

います。 
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チェコ共和国・カレル大学留学体験記 

 

文教育学部 人間社会科学科 3年 

1910422 田邉友香 

 

①留学先大学の簡単な概要 

私の留学先であったカレル大学は、キャンパスがチェコ共和国の首都プラハの市内各地に

点在しています。プラハという街は、コンパクトですが魅力がたっぷりです。美術館や博物

館、劇場が本当に多く、文化的な体験もできますし、自然豊かで公園も多くあります。プラ

ハの中心部は、町ごと世界遺産に登録されており、歴史的で綺麗です。 

カレル大学は、学食が安くて（一食 350円～400円）おいしいし、建物も荘厳で美しいです。

廊下中に椅子や机があったり、快適な図書館があったりと、自習するスペースも多いです。

先生は基本的に非常に優しく、融通をきかせてくれます。私は英語が苦手なので、授業につ

いていくことが大変でしたが、先生方は私の状況を理解してくださり、授業後に個別で相談

に乗ってくれたり、テスト中に英語に関する質問をする許可をくれたりしました。先生方が

本当にやさしく対応してくださったおかげで、最後までモチベーションを失わずに授業を

受け切りすべての単位を得ることができました。お茶大は Faculty of Artsとの交換留学

協定を結んでいるので、基本的には人文系の授業から選択することができます。授業にもよ

りますが、基本、１クラスの参加生徒数が 5～20人ほどと少なく、発言を求められます。ゼ

ミのようなイメージを持っておくといいと思います。 

 

②留学準備に関して 

早め早めの情報収集と手続きを意識してください！ 

細かい話ですが、留学準備のアドバイスをひとつ。大学から自分が入ることになる寮の情報

が送られてきたら、その寮の名前や評判を調べた方がいいです。カレル大学は寮をいくつも

持っていますが、寮ごとの当たりはずれの差が大きく、振り分けは運要素が強いです。1人

部屋＋1 人部屋の計二人でシャワーやトイレ、キッチンを共有する寮、2 人部屋＋2 人部屋

の計四人でそれらを共有する寮、2 人部屋が 30 個ほど並んでおり、ワンフロア全員（男女

混合）でシャワー・トイレ・キッチンを共有する寮などがあります。長い間暮らすことにな

るので、寮の環境は非常に重要です。大学から寮が指定されたら早めに情報収集を行い、微

妙だなと感じたら、事前にオフィスにメールをして変更をお願いしてみるといいと思いま

す。ちなみに、どこの寮になっても値段は若干しか変わりません。 

 

③留学中のことに関して 

大変なことも多くありましたが、おおむね楽しかったです。今自身で振り返って、留学を経
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て成長したなと感じる点を３点、書かせてください。 

1点目は、メンタル面です。圧倒的に周りと違う環境に身を置い

たことで、他人と比べて落ち込むことが減りました。更に、圧倒

的に自分が力不足（英語があまり上手ではない・専門とは違う授

業をいくつも取った）である状況におちいったことで、日々の授

業内や自主学習において、努力や挑戦をせざるを得なくなり、そ

れを成し遂げたことで少し自信が付きました。他人と比較する

のではなく、自分の努力やチャレンジに対して満足感や達成感

を得られたことは留学以前ではほとんどなかったため、いい経

験になりました。 

2点目としては、生活力が挙げられます。私にとっては、チェコ

での留学生活が初めての一人暮らし体験になりました。今まで

はかなり家族に甘やかされており、料理や掃除すらまともに行

ったことがありませんでしたが、チェコでは親の力を借りずに

自分のことを自分で行い、さらに異国の地で経験する様々なト

ラブルや面倒な手続きにも対処していく必要がありました。更

に、全く違う文化を持つ外国人の学生と部屋やフラットを共有

しなくてはならないので、生活面で協力したり妥協したりしな

くてはならない場面も多く、自己管理能力や協調性も自然と得

ることができました。今まで実家暮らししかしたことがない人には、「初めての一人暮らし

を海外でする」というのもいい選択肢かもしれません。嫌でも様々なスキルが身に付きま

す。 

最後に、社会問題に対する視野のひろがりについてです。中欧・チェコ共和国で、人種や国

の対立について、肌で感じることができました。戦争がちょうど勃発した時期に、傍の国で

暮らしていたので、ピリピリとした雰囲気を日々感じていました。ウクライナ人はチェコ共

和国にも大勢避難していたので、友達のバイト先や駅、街や学校でもいたるところで支援が

行われていました。また、人種差別を目の当たりにしたり、自分が経験したことも何度かあ

りました。これまで日本人としてほとんど単一民族国家である（正確には違いますが）日本

という国の中で暮らしてきた中ではなかなか知りえなかった多くのことを、多民族が集ま

る環境で自身が「外国人」として過ごす中で、たくさん発見できた気がします。また、他国

の学生から社会問題や政治などについての話を振られた際、これまでの自身の無知さを恥

じる場面も多くありました。 

 

④留学後の進路について 

チェコ留学中に、帰国後すぐの韓国短期研修に参加することを決め、選考を受けました。チ
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ェコ共和国での学びや経験を活かして、もっと他の国にも行ってみたいと思ったからです。 

韓国研修のあとは、就職活動を進めていく予定です。今までは日本国内で働くことのみをイ

メージしていましたが、留学を経ていろいろな文化圏の人々と共に仕事をすることも面白

そうだと考えるようになりました。留学先での体験は、英語学習のモチベーションにもなり

ました。英語のスキルを伸ばしつつ、国際的な仕事にも目を向けて就職活動を行っていきた

いです。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

英語で応募の動機や学習計画を言えるように、軽く練習しておきました。が、そんなに心

配はしていなかったです。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

応募に必要な書類をすべて紙媒体で用意して、松田先生にチェコへ送っていただきまし

た。締め切り日のたとえば 10 日前以上（国・地域によりますが）にすべてを準備できる

ように逆算する必要があります。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

語学試験の基準をまだ満たしていなかったので、受験し取得しました。ビザ申請に必要

な書類の準備などをしました。大学や国に関する情報をインターネットや本から集めた

り、チェコ語の勉強なども若干していました。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

チェコ政府は少しルーズなところがあるようで、ビザの発給が遅れることもざらにある

そうです。感染症の流行や外交問題などといったこともビザの遅れの原因になるので、

ビザ申請のためになるべく早めに動き出すことが重要です。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

指定は何もありませんでした。深夜 0 時ごろの便で出発して、翌日のお昼（日本では夜）

に到着しました。移動にほぼ丸一日かかります 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

基本は寮です。寮にはたくさんの種類がありますが、私の場合は勝手に指定されていま

した。メールで希望を事前に送れば（一人部屋・男女別シャワー等）寮を指定する際に考

慮してくれる可能性がありますが、自分で調べて自分で送る必要があります。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

お茶大のように学期前にオンラインで履修登録をしました。人気の講義は先着順でした。

履修変更期間もあるので、最初はたくさんの授業を登録しておいて、履修変更期間にい

くつか減らしました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

ゼミのような形式でヨーロッパの植民地主義や人種問題について学ぶ授業（週 5-10 時間

ほどかけて、論文を読んだり意見をつくったりして予習していた）、チェコの社会政策に
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ついて学ぶ授業（週に 2 時間ほどかけて復習していた）、チェコやヨーロッパにおける犯

罪についての授業（週に 2 時間ほどかけて復習していた）、チェコ語の授業（毎週 30 分-

１時間かかる程度の宿題が出されていた。毎日 30 分ほど復習をしていた） など。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

寮には外国からの学生が多く住んでおり、また、留学生は基本英語で開講される授業を

受けるので、チェコ人学生との交流の機会はあまりありませんでした。しかし、カレル大

には日本語学科があるので、授業見学などに行ってチェコ人の友人を作りました。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

海外のお米は少し日本のものとは違うと感じたので、日本から持って行ったレンジでチ

ンできる白米はありがたかったです。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

基本自炊でした。寮によってはキッチンがほぼ使えないので、キッチンがきちんと使え

る寮を調べておいた方がいいです。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

大学から紹介された、日本語を教えているフリーランスのロシア人女性のアシスタント

のようなことをしていました。そこでは、日本語と英語を学ぶピクニックをしたり、生徒

の自宅で日本食をつくったりもしました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

月額は大体８万円くらいです。 

定期代…600円（３か月乗り放題で 1800 円） 

寮費…３万円（電気ガス水道込） 

食費…３万～４万円 

携帯料金…2500 円（月 15GB） 

洗濯代…600円（1回 120円くらい） 

交際費など…1万円 

初期費用は、 

保険代 OSSMA…5.5 万円 

保険代 チェコの会社…5万円 

（保険が２重なのはすこしだけ残念でした:うぇーん:仕方ないですが） 

飛行機代…約 20 万円（往復・ANA） 

ビザ申請のためのチェコ語翻訳代…7000 円 

PCR 検査＆渡航証明書…15000円 

全部で 32万円くらいです。 
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【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

これからします。秋のインターンから参加したいです。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

チェコでの体験を参考にできればいいなと思いつつ、テーマをいくつか考えているとこ

ろです。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

海外生活経験がなかったり、そこまで英語に自信がなかったりする方は、おそらく始め

は落ち込むことがたくさんあるんじゃないかと思います。やはりなるべく日本で語学

（特に英語）の勉強はしていった方がいいと思いますが、やはり現地に行くとなかなか

思うようにはいかないです。 私は、はじめの一か月頃は「英語 しゃべれない 留

学」「リスニング できない 留学」「留学 鬱」などで毎日検索をかけては落ち込んで

いましたが、時間が経つにつれて「まあなんでもいっか」精神が付きました。そのうち

に英語にも慣れてきて、気分もだいぶ良くなりました。 あまり思いつめずに、なるべ

く元気に健康に過ごすことだけを意識して頑張ってください！ そして、留学に行こう

か悩んでいる人も、とりあえず行ってしまって大丈夫だと思います。 
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チェンマイ大学での学生生活 

 

文教育学部 言語文化学科グローバル文化学環 3年 

1910265 藤井美聡 

   

① 留学先大学の簡単な概要 

・学生数：凡そ 2万 5000人の学生がおり、東南アジア地域を中心として留学生を多く受け

入れています。体感としてはミャンマーと中国からの留学生がとても多かったです。 

・学べる分野：学部の種類は理学部、社会科学部、人文学部、農学部、教育学部、工学部、

歯学部、薬学部、看護学部、医療技術学部、芸術学部、獣医学部、農業工業学部、建築学部、

経営学部、経済学部等です。総合大学として様々な学部が幅広く開講されている。しかし全

ての学部、コースで英語での講義が開講されている訳ではありません。私はホームページで

社会科学部にインターナショナルコースがあることを発見して申し込みましたが、ネット

上や留学先職員へ希望するコースが英語で開講されるか確認した方が良いと思います。 

・施設：4平方キロメートルの広大なメインキャンパスで、大きな池や複数の民家、ホテル

もあります。学内には野良犬やリス、巨大なトカゲがいる等自然豊かです。それぞれの学部

ごとにビルディングがあり、コロナ禍で閉まっていたものの、本来は学部ごとに図書館や食

堂もあるようです。 

・移動手段：大学内にはシャトルバスが巡回しており、それで移動することができます。し

かし慣れるまで使いこなすのが難しく、時刻表が曖昧なこともあり、バスを待たずに歩いて

しまった方が早いことも多いです。またチェンマイには公共交通機関がなく、基本的に GRAB

を使って移動することになります。ソンテウやトゥクトゥクもありますが、タイ語で値段交

渉する必要があり、外国人だと高い値段を吹っ掛けられるため、GRAB の方が便利です。 

・大学周辺：大学の正門側には夕方からナイトマーケットが広がっていて、とても大きく、

安くて美味しい食事や可愛い洋服・小物が売っています。またチェンマイ大学の制服もここ

で買うことが出来ます。また大学裏側にも様々な食事の屋台が揃っていて、他にドラッグス

トアやスーパーマーケットもありました。大きなショッピングモールも GRAB で 15 分程度

の距離に複数あります。 

 

② 留学準備に関して 

・学内での派遣申請：留学をして何を得たいのか、そこでどんな成長をしたいのか、それが

どのように将来の夢に繋がっているのかを明確にしました。また履修したい科目や参加し

たい学外での活動等も仮決めして計画を具体化しました。 

・学内での派遣決定後：チェンマイ大学は GPA基準がかなり高く、成績向上に努めました。

結果的に満たすことはできませんでしたが、自己 PR等で意欲を見せたり、英語資格を基準
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より高めのスコアで提出する等したりして補えるよう工夫しました。 

・チェンマイ大学からの派遣決定後：当初より受け入れ許可が 2カ月近く遅く、派遣決定後

は書類手続きがぎりぎりでした。またコロナ禍であり、ビザや入国時の書類で必要事項の変

更が多く、隔離規制も突如変わったり、飛行機を予約できても実際には欠航するものばかり

だったりしてとても大変でした。 

 

③ 留学中のことに関して 

・講義について：私は東南アジアやタイの社会課題や文化に関する科目を中心に取りまし

た。日本より課題の量が多く、また毎回ディスカッションもあり最初は付いていくことが大

変でした。特に最初の学期はオンライン上で画面オフにした状態でのディスカッションで、

なまりの違いや自分の英語力不足もあり、慣れるまで聞き取って理解することがきつかっ

たです。 

・サポートについて：職員の方は親しみやすく接してくれるものの、連絡した際に返信が遅

い、または来ないことが多くあり、重要な手続きに関係する事柄の場合はかなり困りまし

た。とにかく返信が来るまで粘り強く連絡したり、直接オフィスへ会いに行ってコミュニケ

ーションをするのが大切だと思います。 

・大学外での過ごし方について：日本でボランティア出来そうな NPO をリストアップして

おき、コロナ禍であったためオンライン上等になりましたが、定期的に業務のお手伝いをし

ていました。 

 

④ 留学後の進路について 

これから就職活動を本格的に始める予定です。留学時に身に着けた経験や能力を生かせる

業界や企業を志望しています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

成績評価の向上、IELTS スコアの取得、大学情報を詳しく調べてそれが自分の求めている経

験や成長にどうつながっているかを考えた。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

必要書類を集めて原本とデータを提出 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

コロナ禍で受け入れ連絡がかなり遅れたため、かなり急いでビザの取得や宿泊施設決め、入

国時用の書類集めを行った。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

書類準備について大使館が提示する目安よりかなり早めに動いた方が良い。私の場合はぎ

りぎりまで入国許可書類が発行されず、しかも大使館は連絡をしてもあまり繋がらないた

め困った。 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

夜中に日本を出て明け方に乗り換えを行い、朝に入国して隔離先まで隔離者用の車を予約

し、移動した。チェンマイについてからの移動は相手大学の職員の予定を聞きながら待ち合

わせを決めた。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

チェンマイ大学の職員から大学付近のアパートを複数提示してもらい、その中から決めた。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

パソコンを使い職員の指示に従ってオンライン上から決めた。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

東南アジア入門、タイの社会文化、地政学入門、タイ語、英語、社会科学入門 

それぞれ授業によって準備や復習時間は異なるが、エッセイ提出や講読、プレゼン準備があ

るときは慣れていない時期は休日中を課題消化に充てていた。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

最初の学期は完全にオンラインで学生があまり学校内にいなかった。また本来はバディ制

度や留学生向けイベントがあるそうだが、それらも何も無く、交流はかなり少なかった。そ

のため、学生以外の店員の方々等と話してみたり、積極的に外部でボランティア活動への参

加機会等を探した。二学期目はオフラインが増え、校内の学生数も増え、一緒の授業になっ
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た学生達が積極的に話しかけてくれる。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

必要だと思ったのは、マットレスなどに敷くダニ取りシート。ダニが多く、洗濯や掃除をこ

まめにしてもダニに嚙まれてひどい蕁麻疹になった。特にチェンマイには売っておらず、バ

ンコクの日本用品店から取り寄せた。それ以外の生活必需品はほとんど何でも売っている。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

アパートにキッチンがないため、付近の屋台で食べたり、買って持って帰った。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

コロナ禍で学生がおらず課外活動は現在無いと言われた。そのため学外で興味のある NPO等

に連絡してボランティアしたりした。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

JASSOでアジアの場合は月 7万貰える。コロナ禍で隔離が無ければ、節約して生活した場合

にかなり大部分の留学費用を賄えると感じる。1 ヶ月の出費は部屋代、光熱水費、食費が

52000円程度で収められる。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

いいえ 

2.単位互換はする予定ですか？ 

はい 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

留学以前から既に就職活動を始めており、留学中も空いている時間を利用して、ずっと進め

ている。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

未定だが、グローバル文化学環において卒論準備にあたる科目を留学先から履修しており、

留学先でテーマの参考に出来そうなことがないか考えて行動していた。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

ぜひ迷ったなら挑戦すべきと思います！頑張ってください～ 
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タマサート大学（タイ） 

 

文教育学部 人文科学科グローバル文化学環 3年 

1910111 井出麻李和 

 

① 留学先大学の簡単な概要 

私はタイのバンコクにあるタマサート大学のタープラチャンキャンパスに留学しました。

タマサート大学タープラチャンキャンパスは周辺に王宮やお寺が点在するような観光地の

真ん中にあります。学校帰りにお寺に観光に行くこともでき、大学周辺にはいかにもタイら

しい商品が道にまで並べられている雑貨店や屋台が多く、路地裏へ入ると少し汚い安くて

おいしいレストランが並んでいます。チャオプラヤー川に面しているお店が多いので、川を

眺めながら外国人の友達とご飯を食べることが出来ます。大学もチャオプラヤー川に隣接

していて、私の住んでいたアパート（アマリンマンション）からはディズニーのジャングル

クルーズのような船に乗って大学に通学出来ました。タマサート大学の学生数は約 28,000

名らしいのですが、キャンパスが 2つあり、バンコクの中心近くのキャンパスがタープラチ

ャンキャンパス、バンコクの中心地から 1 時間以上離れたところにあるキャンパスがラン

シットキャンパスです。ランシットキャンパスはとても広く、キャンパスの中に動物が沢山

おり、動物園のようだと例える人もいます。ただ、田舎にあるため、周辺に観光出来る場所

や遊べる場所は少ないとのことでした。一方で、タープラチャンキャンパスは小さいキャン

パスだとタイ人からはよく言われています（お茶大よりは広いので私は小さいキャンパス

だとは思っていません）。電車の駅が周辺にないので少しアクセスが悪いのですが、すぐに

つかまる安いタクシーを使えばバンコクの主要な場所にはどこにでも行けます。バンコク

中心部にはおしゃれなカフェやショッピングモール、お寺が沢山あるので、大学の授業以外

にも生活を楽しみたい方にはタープラチャンキャンパスがおすすめです。どのキャンパス

になるかは学部によりますので、自分の希望する学部のキャンパスを事前に調べてみてく

ださい。タマサート大学では、政治経済学、社会政策と開発学、タイ研究などを学ぶことが

出来ます。中でも有名なのは法学部なようです。タマサート大学タープラチャンキャンパス

ではタイの民主化の歴史において何度か重要な出来事が起こっているので、タイの歴史の

本を読むと見慣れた大学の景色が本の中に現れてくるかもしれません。 

 

② 留学準備に関して 

タマサート大学のアプリケーション・フォームは 8枚もあり、入力が大変だったことを覚え

ています。新型コロナウイルスで留学が延期する度に何度も何度も書き直して、結構大変で

した。その他健康診断書、英語語学力証明書、英文成績証明書、お茶大からの推薦状、パス

ポートのコピー、海外保険の証明書をまとめて、タマサート大学に提出します。それと並行
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して、奨学金の申し込みとその審査のための書類の提出も行います。タマサート大学から入

学許可招聘状が届いたら、早めにタイ大使館に行って教育ビザを取得しました（ビザ関係は

複雑で半年分のビザを日本で手に入れても、ビザ取得後 3 か月ほどしたらタイの入国管理

局に行って、ビザの更新をする必要があり、ビザの更新後も 3か月レポートを提出する必要

があります）。留学が決定したら、アパートは自分で入居の申し込みをしなければなりませ

ん。タープラチャンキャンパスには寮がないので、送られてくるアパートの候補や自分で探

した居住先へメールで入居を申し込みました。メール一本で入居が確定するので簡単です

が、より多くの路線のバスがアパートの近くを通っているか、通学しやすいか、スーパーが

近いかなどは考慮しておくと良いと思います。また、狂犬病や A 型 B 型肝炎のワクチンな

どを打ちました。タイには野犬が沢山いるので狂犬病は必須です。また、今後は必要か分か

りませんが、私の時はタイランドパスの申請も必要でした。その他、icoruの登録、航空券

の予約などもしました。 

 

③ 留学中のことに関して 

タイの国内旅行は本当に楽しいです！一泊二日であれば交

通費、食費、宿泊費合計で 1万円を越えずに旅行を楽しめま

す。アユタヤでは歴史的なお寺を沢山見れます。カオヤイで

は野生の象や絶滅危惧種の動物たち、洞窟の天井いっぱいの

コウモリやタランチュラ、蛇、空をうねりながら飛ぶコウモ

リの大群が見れます。カンチャナブリでは巨大な滝、チェン

マイでは大規模な寺院などを見ることが出来ます。メークロ

ン市場では市場を電車がすれすれで通過しますし、水上マー

ケットでは舟に乗りながら舟上または運河沿いのお店でお

買い物出来ます。島に行けば透明でとても綺麗な海で遊べま

すし、ダイビングライセンス（3

日程で取れます）を取れば、海

の底一面のサンゴと魚を見ることが出来ます。ご飯もおいしく、

カオマンガイ、ガパオ、タイ式ラーメンなどの屋台飯が 200円

弱で食べられます。マッサマンカレーもおいしいです。マンゴ

ーやランブータン、ドリアンなどのフルーツを屋台で買って家

で食べ放題することも出来ます。タイ人には優しく世話好きで

寛容な人が多く、言葉が分からなくても話しかけてくれますし、

困ったら助けてくれます。少し割高ですが、日本で手に入るも

のは日本料理を含め大体手に入ります。おかげで日本のものが

恋しくなったことはありません。総じて日本よりもゆるく自由な雰囲気で、もっと長く滞在
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したかったです。タイでの生活は本当に楽しかったです。あまりメジャーな留学先ではあり

ませんが、留学候補に入れないのはもったいないくらい費用面でも経験面でも超おすすめ

です！ 

 

④ 留学後の進路について 

私はタイのクロントイスラムでインターンシップを行い、卒業研究に書くために「スラム内

の中等教育課程における新型コロナウイルス流行下での教育」についてフィールドワーク

とインタビューを実施しました。この調査を通して、貧困層の人々の暮らしについてよりリ

アルに学ぶことが出来ました。私は教育分野から国際協力に携わりたいと考えていました

が、留学を通して得た経験は自分が具体的にどの分野・アプローチから国際教育協力に関わ

りたいのか今一度考え直すきっかけになりました。この経験を時間をかけて消化して、自分

が具体的にどう国際教育協力に関わりたいのか明確にした上で、専門性を深めるためにゆ

くゆくは大学院に進学したいと考えています。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

質問されるだろう質問をいくつか想定してリストアップし、それに対して英語で回答を準

備しました。まず、日本語で回答をしっかりと考えて、その後英語に翻訳して覚えました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

協定校への受け入れ申請書やその後のビザ申請など必要な書類を把握して、できる限り早

く準備しました。書類の締め切り日などがまちまちだったりするので、いつまでに提出する

などのスケジューリングを行なっておくと安心だと思います。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

ビザの申請や留学先の家探し、予防注射、航空券の購入をしました。特にビザの申請と家探

しが大変でした。ビザの申請時の必要書類がホームページを見てもよく分からなかったの

で、様々なサイトを見て少しでも必要な可能性のある書類は全て持っていくようにしまし

た。また、タイのタマサート大学は寮がなかったので、自分で家を探して賃貸を申し込みま

した。大学周辺は日本人向けの不動産屋もお手上げの地域な上、個人的にメールをしても返

信が返ってこないことはよくあることだったので家探しは苦労しました。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

留学前は「病む」ことが多いかもしれません。なので、周りの人に頼ることが大切です。協

定校への受け入れ申請、ビザの申請、奨学金の申請、自分の学部への申請や留学面談、渡航

時の居場所報告システムの申請などなど…やることが本当に本当に多いです。また、国際課

と国際教育センターで提出物が同じだったり違ったり、締め切りが異なる日だったりしま

す。バイトやサークルなど日常生活をこなしながら、全ての書類や申請をクリアしないと自

分が責任を取らなければならないという綱渡りのような状態で、きついと感じることもあ

るかもしれません。初めての留学準備でよく分からなくても、初めての海外生活が不安で

も、これらの手続きは完了させなければなりません。そこで、私はビザの必要書類の確認や

賃貸探し、予防注射の場所、コロナで刻一刻と変わる入国手続きの把握などを一部親にお願

いしていました。これで自分の負担が減りました。ただ、頼る人も忙しい中手伝ってくれる

ので、期待しすぎないでおくとうまくいかなかった時の心のダメージが減ります。留学前は

楽しい時間の前のふんばりどころです。「思い詰めすぎないで気楽に準備してください」と

言いたいところですが、それが出来ない時はあるので、周りの人の力を借りて乗り切ってく

ださい…！ 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 



 

80 
 

11時ごろ出発で夕方にタイに到着しました。大学から指定はありませんでした。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

滞在形態は自分で家を見つけての一人暮らしです。滞在先は大学からアパート候補リスト

が送られてくるので、それを見て自分でメールします。最初、私は気に入ったアパートがな

かったので自分でもアパートを探しました。日本人専門の不動産屋に頼んだことがありま

すが、タマサート大学周辺は日本人が住んでいる地域ではなかったので、あまり利用出来ま

せんでした。個人で申し込んだアパートは返信が来ないことがよくあり、滞在 1か月前くら

いまで賃貸が見つからずかなり焦ったので、結局リストの中のアパートを申し込み、一番メ

ールでの連絡がとれたアパートを信頼できるとして選びました。タマサート大学には家探

しを手伝ってくださる方がいるので、その方にも助けられました。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

学期が始まる日にシラバスが送られてきたので、その概要を見て選びました。最初の一週間

はお試し期間だったので、気になる授業に出席しました。シラバスが送られてこない授業も

あったので、担当者にシラバスをくださいと主張しました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

タイ語や ASEANの社会政策に関する授業、タイの都市と農村の貧困や格差についての授業、

脆弱な人々を支援するインターンシップの授業を履修しました。タイ語とインターンシッ

プには宿題があったので、それぞれ 30分と 1時間復習をしました。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

ほとんどがオンライン授業だったので現地大学生との交流は用意されませんでした。なの

で、現地大学生を知っている留学生友達から紹介してもらいました。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

ゲームを持っていきましたが、現地での生活が楽しすぎてあまりプレイしませんでした。バ

ンコクでは大体のものは買えるので、持っていけばよかったものはありません。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 

周辺のレストランや屋台で買って食べるか、自炊をしました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

留学生とのパーティーや旅行、個人的なインターンシップ、観光などをしていました。 

9.お金はどのように工面していましたか？１ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

奨学金を頂いて、それを wiseという安い海外送金システムでタイの銀行に送って生活して

いました。厳密には計算していませんが、1か月の出費は食費、家賃、課外活動費含めて合

計 12万円/月あれば十分だと思います。これでも旅行や観光、買い物、飲み会など贅沢をし
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た上での生活費でした。とことん節約すれば 7万円/月程度でも生活できると思います。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

いいえ 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

ワーキングホリデーが当たったので、ワーキングホリデー先の国の就活をしようと思い

ます。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

留学でフィールドワークしたことを参考にして、卒業論文を書いています。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

留学先では自分から行動を起こすことを心掛けると良いかもしれません。友達作り、観

光、外国語をひたすら話すなど何でも良いのですが、自分からアクションを起こさなけ

れば滞在期間は無為に過ぎていきます。沢山行動する分失敗をすることはもちろん多い

ですが、その分成功も多いです。自分以外に失敗を覚えている人はいないし、失敗が数

か月後の成功につながることもあるので、恐れずに何かにチャレンジし続けましょう。

もし何かに取り組み続けていれば、留学はひたすら楽しくて、世界中の様々な考え方の

人々に会い、知らなかった景色を見て、自分の足りないところを発見して高めていける

体験です。日本国内のスタンダードは海外では違くて、その違いを肌で感じることが楽

しいです。準備の段階では我慢ならないこともあるかもしれませんし、留学期間中も上

手くいかず悔しい時もありますが、留学先でしか感じられない感情があります。また、

様々な考え方を知ることは、将来日本で働くとしても、辛いときに逃げ道が出来るとい

う点で大きな財産になります。留学楽しいので、迷ったら是非行ってみてほしいです。 
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留学報告書 

 

人間文化創生科学研究科 ジェンダー学際研究専攻 D１ 

2170405 侯テイ玉 

 

①留学先大学の簡単な概要 

今回交換留学先のアジア工科大学（Asian Institute of Technology）は、タイのパトゥム

ターニー県クローンルワン郡にあり、バンコク都内まで車で約１時間かかるタマサート大

学のランシットキャンパスの敷地内に設置されています。工学技術（School of Engineering 

and Technology: SET）、環境資源開発（School of Environment,Resources and Development: 

SERD）、経営（School of Management:SOM）といった３つ研究科で構成され、アジアの持続

的発展における研究教育活動をリードしてきました。世界 50ヶ国以上から 2,000 人以上の

トップレベルの大学院生が集まり、その中で半数以上は南アジア、東南アジア、アフリカ、

ヨーロッパなどタイ以外の留学生になって

おり、少人数で国際性が豊かであることは

魅力的なところということです。緑が優れ

ているキャンパス内に宿泊、食堂及びカフ

ェが充実になります。宿泊の大学寮は

Student Village, Dorm E,G,M,P,R,T など

それぞれのカテゴリに分類され、部屋の配

置とか、キッチンが付くかどうかにより、

賃料もおよそ 12,000~16,000 円/月で異な

ります。具体的情報は各自で大学ホームペ

イジの housing を確認できます。写真は

Student Village の外観のイメージとなり

ます。食堂には、南アジア料理専門のスナ

ックバー、タイ料理豊富のカフェテリアなどがいくつかがあります。 

 

②留学準備に関して 

現地に関する事前の情報収集、英語力向上、ビザ申請や必要な持ち物、及び渡航後の流れの

把握などは留学において準備すべき内容になるにもかかわらず、自分が痛感してきたのは

留学の目標設定が何よりということです。そしてその目標に応じて留学期間内のスケジュ

ールによりきちんと留学計画を制定するのは交換留学の第一ポイントになるのではないか

と思います。 
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③留学中のことに関して 

学内外の教育活動が豊かなので、AITを一つの拠点として多くの異文化交流の機会を通じて、

タイだけでなく、南アジア、東南アジア及び

アフリカなど地域の多様性の魅力を思う存

分に感じできました。学内のカリキュラムの

授業以外、フィールドワークや大学イベント

などもとても充実です。今回の交換留学の際

に、自分も AIT の環境資源開発の先生と学生

たちと一緒に、バンコク内にあるスラム街に

訪問しており、一日のフィールドワークの体

験を通じてスラム街の生活様子の垣間から

より立体的にバンコクの都市開発を覗きま

し た 。 写 真 は ス ラ ム の 様 子 で す 。                

また、3 月下旬にキャンパス内で開催したミ

ャンマー難民ための募金コンサートのイベ

ントには、AIT のミャンマー人の学生たち

と一緒に、イベントの企画からステージの

リハーサル、本番時の演出や進行補助など

まで参加させていただきました。写真は当

時のイベントの様子です。そのほか、3月に

年に一回開催する各国の料理を味わる Food 

Fair、4 月にタイの新年祭りのお祝い

Songkranイベントなどもあります。 

 

④留学後の進路について 

コロナの影響を受け、修士期間に行く予定の AITへの交換留学は、ようやく博士課程に進学

してから一年目に実現できました。およそ半年間のタイにおける貴重な留学経験は、多様な

日常生活の中で磨いてきた柔軟な考え方、見知らぬ現地での順応力やコミュニケーション

能力を、博士期間で様々な可能性から今後の研究や生活で役立つのではないかと思います。 
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後輩へのアドバイス 

 

【出発前】 

1.学内選考はどのように準備されましたか？ 

先輩たちの報告書などを参考しつつ、自分の留学目標や計画を制定して準備しました。 

2.内定をもらってから実際の協定校の申請はどのようにしましたか？ 

実際の協定校の申請書類を把握した上、その資料に応じて指導教授と相談しつつ、準備しま

した。 

3.現地大学からの受け入れが決まった後、どのように何を準備しましたか？ 

ビザの申請、航空券の予約や寮の確認、そして渡航後の流れの把握するために情報収集をし

ました。 

4.出発前のことで特に気をつけたほうが良いことがあれば教えてください。 

交換先の学内をめぐる情報収集（授業内容や宿泊など）、自分の留学目標や計画の制定 

 

【滞在中】 

1.何時ごろ渡航しましたか？相手大学から指定はありましたか？ 

17時頃渡航しました。特に指定なし。 

2.滞在形態は選択できましたか？滞在先をどのように選びましたか？ 

大学寮を滞在形態として選びました。他には、大学外にアパートを借りたりすることも

できます。 

3.現地大学の履修登録はどのようにしましたか？具体的に教えてください。 

個人的には、単位を求めていないので、現地大学の指導教授と相談した上、履修登録して

いなかったです。聴講でセミナーを参加させていただきました。 

4.どのような授業を履修しましたか？また、それぞれの授業の準備や復習にかけた時間も

教えてください。 

聴講で、DPMI と SIA という二つの授業、履修生より少なく、授業準備や復習の時間はそ

れぞれおよそ１時間でした。 

5.現地大学学生との交流はどれくらいありましたか？ 

授業中だけでなく、フィールドワークやイベント参加及び食事会など学内外の交流をたく

さんありました。 

6.渡航時に持って行ったもので不要だと思ったもの、あるいは持って行けば良かったと思

ったものを教えてください。 

持って行ったもので不用だと思ったものは服、生活用品など。持っていけばよかったものは

日本のお菓子、お茶とか、現地の方々にシェアしてとても喜んでくれました。 

7.食事はどのように準備しましたか？ 
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簡単に自炊したり、コンビニあるいは食堂で食べたりとかしました。 

8.課外活動はどのようなことをしていましたか？ 

フィールドワーク、学内のエンターテイメントイベントの参加、研究調査に行ってきまし

た。 

9.お金はどのように工面していましたか？1 ヶ月の出費や課外活動などで使用した費用等

を可能な限り教えてください。 

学内でお過ごしたら、宿泊と食費が含めて 3万円〜4万円ぐらいかかりますが、学外で過ご

したら、場合によって異なります。 

 

【帰国後】 

1.4年間で卒業する予定ですか？ 

はい 

2.単位互換はする予定ですか？ 

いいえ 

3.就職活動はどのように進めていきますか？あるいはこれからする予定ですか？ 

これからは貴重な経験を活用しており、博士研究を続いて進みたいと思います。 

4.卒業論文や修士論文、博士論文はどのように進めていきますか？ 

まず今回の調査結果をまとめたいですが、博士論文はどのように進めればいいのか、これか

ら指導先生と相談しつつ、考えさせていただきたいと思います。 

5.留学を終えて、これから留学を考えている学生にどのようなアドバイスをしたいです

か？ 

留学目標、そしてその応じる計画は何よりです。そのため、自分分析、留学先の情報収

集、留学後の進路に関して、先輩と先生と相談しつつ、きちんと考えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日:2022 年 9 月 

発行先:お茶の水女子大学国際教育センター 

〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1 

TEL/FAX:03-5978-5913 

監修：森山 新（国際教育センター長） 

編集：松田 デレク、崔 進栄 

 

 

 

 



Study abroad annual report2021
  Experiencing the world




