
生物生産科学科 H.N. 

 

派遣プログラムの内容について 

ASEAN の学生の交流と人材育成のためのプログラムでした。東南アジアの学生とともに、タイで熱帯農学について幅広く学びま

した。ただ講義を受けるだけでなく、インターンシップや学校の行事にも参加することができました。勉強だけでなく、様々な国

からきた学生と交流することができました。 

学習成果について 

英語を上達させるとともに、熱帯農学についての知識を深めました。最初は、英語で行われる授業についていくだけで精一杯でし

たが、終わるころには聞いて内容が理解できるようになりました。ただ先生の話を聞くだけではなく、プレゼンテーションを行っ

たり、英語で書かれた論文を読んだりすることで、様々な方面から知識を深めることができました。研究所や企業、農園などを見

学する機会もあり、最新の情報や現場での知識も得られました。 

海外での経験について 

東南アジアだけでなく、欧米からの留学生ともコミュニケーションをとることができました。様々な国の学生と一緒に過ごすこと

で、その国についての知識や文化を感じることができました。また、インターンシップ等にも積極的に参加し、様々な研究所や企

業を訪問しました。 

今後の進路への影響について 

大学院へ進学し、より自分の専門性を深めたいです。ほかの国の学生の学業に対する姿勢に影響を受けました。英語はもちろん専

門の知識も深く、授業での積極的な発言や、そもそもの勉強の量など、見習いたい部分が多々ありました。 

履修科目 

Introduction to Tropical Agriculture（3 単位） 

Physiology of Horticultural Crops（3 単位） 

Tropical Entomology（3 単位） 

Principles of Tropical Agronomy（3 単位） 



授業から学び得た専門的な内容について 

【Introduction to Tropical Agriculture】熱帯農業の基礎的な事項を学び得た。植物生産に限らず、経済や畜産、微生物、農業機

械など様々な分野を幅広く学んだ。特に東南アジアやタイ王国の農業の特徴や歴史などを深く学んだ。 

【Physiology of Horticultural Crops】園芸作物における植物生理学を学んだ。光合成や呼吸、代謝、ストレス応答など、植物体

内での反応を中心に、環境への応答や関係について幅広く学んだ。また、植物生理学の現代農業への応用についてなども学んだ。

毎週の課題で授業に関係のある論文を読み、近年の植物生理学の知識を深めることができた。 

【Tropical Entomology】昆虫の分類、熱帯における昆虫の生態系、農業への被害や対策について学習した。昆虫の目と科、それ

ぞれの特徴を覚え、実際に標本を観察することにより、分類ができるようになった。熱帯における昆虫の生態系や大発生の原理、

それに対する防除法も学んだ。熱帯における野菜や果物、作物への害虫の被害、それらが媒介する病気、防除法なども学んだ。 

【Principles of Tropical Agronomy】熱帯の作物学について幅広く扱った。熱帯作物の特徴や栽培についてはもちろん、遺伝学

や組織培養、育種、雑草学、飼料作物などを学んだ。特にタイ王国はコメの生産が盛んであるため、タイ王国のコメの生産の現状

と、他の国の生産との比較し、プレゼンテーションも行った。 

自らの専門分野との直接的または間接的な関連性について 

私の専門分野は植物生産科学であり、今回カセサート大学で履修した科目はどれもほぼ直接的な関連性がある。Introduction to 

Tropical Agriculture は、熱帯農学を学ぶ上での基礎となり、他の専門科目を学ぶために必要な科目だ。他の 3 科目、Physiology 

of Horticultural Crops、Tropical Entomology、Principles of Tropical Agronomy はどれも植物生産科学に直接的に関連のある

科目である。茨城大学でも、これらの科目と似た授業を履修したが、熱帯農業（東南アジア）が題材になっているため、茨城大学

で学ぶ温帯の農業（日本）との比較をしながら学習ができた。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

自分の専門分野と近い分野のものを履修するようにした。熱帯と温帯の農業の比較をしたかったため、日本での専門分野を基に、

授業を選択した。熱帯農学の概論となるような授業を履修したため、タイ王国の農業だけでなく、東南アジア全体の農業の特徴や

歴史についても学ぶことができた。論文を読む授業や、プレゼンテーションを行う授業を履修することで、ただ知識を深めるだけ

ではない、日本とは異なった授業形態のものを選択した。 

  



理学部生物科学コース T.O. 

 

派遣プログラムの内容について 

私が今回参加した AIMS（ASEAN International Mobility for Students）プログラムは SEAMEO 加盟国を枠組みとする、

ASEAN 統合に向けた政府主導の学生向け学習交流プログラムである。 

学習成果について 

今回の留学では、人間と社会、熱帯農業、食品衛生についての科目を受講した。人間と社会の科目では、主にタイの文化、歴史、

および人の成長発達の仕方についての講義で、プレゼンテーションやディスカッションの機会が多かったため、知識だけでなく英

語におけるプレゼンテーションやコミュニケーション能力が上達した。熱帯農業の科目では、熱帯地域における農業の特徴などを

学び、これから直面すると予測されている人口増加による食糧不足の対策として、これからの農業発展による食品生産が重要にな

ってきていることを認識した。食品衛生の科目では、どのようにすれば食中毒を防止できるかなど、食品工場に求められる専門的

な対策から普段の生活で実践できるような知識を身に着けることができた。 

海外での経験について 

今回の留学先であるタイ王国では、一般的な現地人の用いる言語がタイ語であったため、食堂などで食べたいものを注文する際

に、言葉が通じないなどの会話でのコミュニケーションが取れない場合があった。そうした場面において、例えば食べ物を注文す

るときに言葉が通じない時にはスマートフォンで写真を見せて注文するなど、言語でコミュニケーション取れないときに対応する

選択肢を増やすことができた。また、外国には外国のマナーが存在することや、宗教の違いによる生活や考え方などの違いも実際

にみて感じることができた。 

今後の進路への影響について 

今回の留学先での約 5 か月間の生活で、海外に出ることの抵抗が低くなった。また、英語を勉強する意欲も上がった。今後の進路

として、日本国内だけでなく海外にも視点を向けて今後の進路を決定していきたい。 

履修科目 

Man and Society（3 単位） 

Food Sanitation（3 単位） 



Thai Conversation in Everyday Life（3 単位） 

Introduction to Tropical Agriculture（3 単位） 

Principal of Tropical Agronomy（3 単位） 

授業から学び得た専門的な内容について 

今回のタイでの留学では、Man and Society、Food Sanitation、Thai Conversation in Everyday Life 、Introduction to 

Tropical Agriculture、そして、Principal of Tropical Agronomy を受講した。Man and Society では、主にタイの文化、歴史、

およびヒトの成長の発達段階についての講義がおこなわれた、プレゼンテーションやディスカッションの機会が多かったため、知

識だけでなく英語におけるプレゼンテーションやコミュニケーション能力が上達した。Food Sanitation では、どのようにすれば

食中毒を防止できるかなど、食品工場に求められる専門的な対策から普段の生活で実践できるような知識を身に着けることができ

た。Thai Conversation in Everyday Life ではタイでの生活に役に立つタイ語の会話を学び、実際に留学中において習ったこと

がいかされる機会がたびたびあった。Introduction to Tropical Agriculture、そして、Principal of Tropical Agronomy は主に

熱帯農業についての講義で、まず熱帯地域における気候や地理の特徴などを学び、それぞれの地域に適応した農業形態や作物の品

種があること、より高い収穫量や環境負荷の低減を目指して発展し続けていることを知った。新しい品種の開発において、地域特

有の環境に適応し、害虫などに耐性を有しているなど、より収穫量を向上させるような品種を異なる品種を掛け合わせることで探

索しているのだが、遺伝子解析の技術を応用して効率よく品種のセレクションをおこなっていることに驚いた。また、これから直

面するといわれている人口増加による食糧不足の対策として、これからの農業の発展による食品のより高い供給を可能にすること

が重要であることを認識した。 

自らの専門分野との直接的または間接的な関連性について 

私は茨城大学において分子生物学を専攻している。しかしながら、今回のタイへの留学では主に農学を学んだ。農学を学ぼうと思

った理由は、農学が生物学や化学、地学など様々な学問から成り立っている実用的な学問であり、自分の専門分野を別の角度か

ら、そしてほかの学問を含めて学んでみたいと考えたのである。実際に農学を学んで、農業で使われているセレクションの技術は

分子生物学に直接かかわってくるものであったし、化学の基礎的な知識は分子生物学を考える上で役に立つと感じた。農学を学べ

たことは、広い視野や知識を養う上で貴重な経験であったと考えている。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

PowerPoint を用いる講義がほとんどで、授業で使われる PowerPoint を印刷したプリントが配られることが多かった。そのた

め、講義中に先生が話した重要なポイントをプリントに印刷されたスライドに直接書き込むことが可能であった。特に先生がゆっ

くりはっきりと喋ることは、重要なことが多いため注意を払った。講義中によく理解できなかった部分などは、復習をおこなった

り、友人に聞いたりして講義に臨んだ。また、自分の知らない単語、特に専門用語などが多く出てくるため、少なくとも配布され

たプリントのわからない単語は辞書を用いて調べることを怠らなかった。 

  



理学部生物科学コース K.K. 

 

派遣プログラムの内容について 

今回、私は AIMS プログラムで交換留学生としてタイ、バンコクにあるカセサート大学へ派遣されました。本プログラムの趣旨は

交換留学を通して派遣国間および、派遣大学間での学生の流動性を増加させ、国際性を増すことで大学の国際展開力を増進するこ

とです。 

学習成果について 

5 か月間の派遣を通して基礎的な英語でのコミュニケーション能力や理解力の上達を感じられました。生活する上では問題なくコ

ミュニケーションを取れたように思います。学習成果につきましては、各授業を聞き、わからない部分を他の学生との会話を経て

解決でき、内容についてもおおむね理解して留学を終えられたように感じます。 

海外での経験について 

今回が私にとって初めての海外留学および長期間滞在でしたが、はじめは慣れない環境や言語に苦しみ、つらいと感じた時もあり

ました。しかし、現地の学生や同じく留学していた学生と交流を深めていくうちに、そのような苦しみは軽減され、楽しく生活を

送れるようになりました。留学後半では現地の人々とも問題なく会話および交流をすることが出来、自身の成長を身をもって感じ

ることが出来たと思います。 

今後の進路への影響について 

留学を通して海外で学ぶということへの敷居は低くなったように感じます。留学前に進路は決定していたため、直近の進路に今回

の経験は影響しませんが今後の進路には確実に影響すると思います。具体的には就職の際に海外転勤のあるような会社でも問題な

く仕事が行える等といった点で自身の考え方に影響を及ぼすと思われます。 

その他の感想 

今回の留学で出会った人々との交流、様々な体験を通して、自身の考え方や物の感じ方といったものが変化したように感じられま

す。私の人生において重要な部分を占める経験になったと思います。このたびはこのような貴重な経験をする場を与えてくださり

ありがとうございました。 



履修科目 

Man and Society（3 単位） 

Food Sanitation（3 単位） 

Thai Conversation in Everyday Life（3 単位） 

Introduction to Tropical Agriculture（3 単位） 

Principal of Tropical Agronomy（3 単位） 

授業から学び得た専門的な内容について 

Introduction of Tropical Agriculture という授業で東南アジア諸国の地理および地史、各国の農業の特徴と気候の特徴について

学んだ。他には日本米のようなジャポニカ種とタイ米に代表されるインディカ種の比較および各種の特徴について学んだ。農業を

行うにあたって方法が複数種あり、米を育てる田に魚を放流し害を及ぼす虫を食べさせ害虫駆除の役割を担わせるとともに米の収

穫時期になると米と共に収穫するという方法は大変興味深かった。Food sanitation という講義では講義名のとおりタイの食品衛

生について学んだ。近年になってもタイでは大規模な食中毒がしばしば起こっており、その事例を基に対策や注意することについ

て学んだ。寮で出された弁当のキュウリによって 50 人以上の食中毒被害者がでた事件は強く印象に残った。校外学習ではタイの

飛行機に機内食を提供している Thai catering という企業の機内食製造工場を見せていただき、実際に行われている公衆衛生につ

いて学んだ。Principles of Tropical Agriculture で熱帯農学の基礎について学んだ。具体的には熱帯地方の土壌や作物の特徴お

よびその環境での作物の栽培方法である。他には作物の品質を向上させるために種の選別を行う方法やその遺伝的メカニズムにつ

いても学習した。Thai conversation in everyday life 1 では基礎的な日常会話をタイ語で行った。この授業で得たタイ語の知識

はタイで生活を行う上で大変役に立った。 

自らの専門分野との直接的または間接的な関連性について 

私の専門分野は分子生物学であり、留学して受けた講義のうち私の専門分野と関連を持つ部分は Principles of Tropical 

Agronomy の種の選別で用いられた遺伝子に関する部分である。種の選別、セレクションに関する知識は生物学と関連するもの

である。また、農学の知識を学ぶことによって環境に対する考え方、知識が養われる。私の研究では異なる環境での DNA 損傷修

復効率の変化の差を見ているため、得られた環境に対する知見は大いに関連し非常に有意義なものになると考えられる。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

工夫した点としては授業のうち重点を置く部分を復習にした点である。英語での授業に慣れてない以上、一度授業を聞いただけで

はすべてを理解することは難しい。その為、授業の音声を録音し、自習の際にその音声を聞きなおして理解を深めるなどした。ま

たそれでもわからなかった点は現地の学生に質問し、交流を深めるとともにわからない部分を解消した。他に工夫した点としては

授業で用いられたパワーポイントの資料を担当教員にお願いしてデータをもらうなどして授業で教えてもらったことにもれがない

ようにした。 

  



理学部生物科学コース R.T. 

 

派遣プログラムの内容について 

ASEAN 国際学生交流事業(AIMS)は、学術交流を強化し、世界で主導的な役割を果たせる人材の育成を目指す ASEAN 諸国内にお

ける協力的交換留学プログラムである。 

学習成果について 

留学という日本と異なる土地で異なる文化を持った人々との交流の中で、多様なコミュニケーション能力が育まれた。また、自分

の専門分野と異なる熱帯農業の講義は新鮮であり、とても興味深いものであった。 

海外での経験について 

英語だけでなく、現地でタイ語を用いての生活は中々慣れなく、大変であった。しかし、4 ヵ月間での生活で日々少しずつ慣れて

いくのを実感し、最終的にはなに不自由なく過ごすことが出来た。 

今後の進路への影響について 

留学という大きな経験をすることが出来たので、それを生かせるような所へ進みたいと考えている。 

履修科目 

Man and Society（3 単位） 

Food Sanitation（3 単位） 

Thai Conversation in Everyday Life（3 単位） 

Introduction to Tropical Agriculture（3 単位） 

Principal of Tropical Agronomy（3 単位） 

 

 



授業から学び得た専門的な内容について 

私はカセサート大学で 5 講義 15 単位を取得しました。まず農学系の講義である「Introduction to tropical agriculture」と

「Principal of tropical agronomy」では、タイおよび周辺諸国の熱帯農業の現状やタイ米、キャッサバなどの熱帯作物の特徴や

利用法、農業手法を学びました。また、これからの熱帯農業の発展を各国の留学生の意見を踏まえつつ考えるようなこともあり、

自分の専門分野ではないにも関わらず、熱帯嚢学の理解を深めることが出来きました。「Food sanitation」では、タイのストリ

ートフードや食堂での衛生の現状や改善方法など学びました。また、機内食など作っている工場に直接見学しに行き、タイの衛生

基準がどのように守られているかを自分の目で学ぶことが出来きました。社会学である「Man＆society」では、日本では学ぶこ

とが出来ないタイ王朝の歴史やタイの社会性などの講義を受けるだけでなく、グループで各国の社会性や歴史についてプレゼンテ

ーションする機会もありました。「Thai conversation in everyday life」では、講師がとてもユニークな方で、日常会話で使う

ことのできるタイ語をタイの文化と一緒に楽しく学ぶことができました。どの講義も、プレゼンテーションをする機会が多く、グ

ループで一つのことに取り組む際のコミュニケーション能力や人前で話す力が養われました。 

自らの専門分野との直接的または間接的な関連性について 

私の研究は抗酸化剤 Piceatannol の放射線防護効果の検討をおこなっています。抗酸化作用は動物に限らず、植物に対しても様々

な影響を及ぼすことが知られています。熱帯農業では、品種改良や農薬の開発が盛んになっており、もしかしたら、抗酸化剤

Piceatannol が放射線防護効果以外にも、この分野で良い効果が見つかるかもしれません。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

まず、農学だけでなく、タイの歴史、社会性や現地で利用できるタイ語の講義を履修し幅広い分野でタイの文化を学べるよう工夫

しました。また、カセサート大学の三年生にテストに出た範囲を聞くなど周りの人の助けを積極的にかりました。 


