
生物生産科学科 R.T. 

 

全体的な感想 

１）人との交流 

寮では日本人のみならず、インドネシア人、カンボジア人その他各国からたくさんの留学生が集まっており、一階の広場に行けば

誰かとお話しできて楽しいと思います。特にインドネシア人は積極的ですぐに声をかけてくれます。（私はあまり話すことが得意

ではなく、しかも熱帯の日差しの強さに疲れ自室で休むことが多かったこと、インドネシア人のノリについていくことがあまりで

きなかったことにより、話目的で下に行くことは少なかった。） 

一方で、タイ人とは授業でしか会うことがなく、あまり多くの人と仲を深めることはできにくいなと感じました。しかしながら、

AIMS で茨城大に来たことのある学生と知り合えたことで、その学生から輪が広がり、何人かのタイ人学生とも、交流を深めるこ

とができました。授業後にはご飯を食べに行ったり、スイーツを食べに行ったりと一緒に遊んで楽しかったです。 

わたしは人とコミュニケーションをとることが、もともと苦手だったので、友達ができるか、うまく会話ができるのか不安でし

た。予想通り、やはり時々は落ち込むことはありました。その原因は、英語力の問題でうまく会話を返せないことや、なかなか話

題を広げるような質問ができないこと、（そして、人の名前が覚えられないこと・・・）せっかく留学したのに人脈を広げられて

いないのではないかという焦り、などがあったなと思います。しかし、今はそこまで困っていることはありません。それというの

も、気の合う人を見つけられたというのが大きいと思います。留学するような人は、いろんな人と交流してわいわいできるタイプ

だというイメージが一般的かもしれませんが、私自身考えが変わり、数人の人と仲を深め（日本に帰っても）長く交流を続けてい

くという形でも良いということを実感し、それにより焦りは少なくなりました。 

２）生活 

タイ、とくにカセサート大学は、バンコクにあるということもあり、便利だなと感じることが多いです。寮からバスで４０分ほど

すれば、最寄り駅のモーチットに着き、そこから２０分でバンコク中心のサイアムにアクセスできます。スクンビットなどの日本

人街に行けば、日本のものもゲットすることができます。また地方へは、タクシーで１５分のドンムアン空港で LCC に乗れます

し、先ほどのモーチットバス乗り場では、長距離バスでチェンマイ等に行くこともできます。カセサート大学は他大学に比べ休み

が多く、この休みを利用し、遠出することができ、とても楽しく、また勉強にもなりました。大学内での英語での授業を受ける、

というのもいいですが、せっかくの機会なので、色々な場所に行き、現地の生活を見るという事も、とてもいい体験になりオスス

メです。 

授業から学び得た専門的な内容について 

Physiology of Horticulture では、植物における光合成や呼吸、栄養や水の流れ等を細かく見ていき、植物についての基本的な知

識を得ることができました。また、毎回の授業で論文を探し引用し、それについて自分の意見を書くというレポートが課され、

様々な論文を読むことができました。 

Introduction to Tropical Agriculture では、熱帯特有の植生や農業の考え方、例えば耕作の仕方や、緑の革命で起こったこと、



熱帯での農業機械導入についての利点や障害などを知ることができました。 

Soil and Water conservation では、土壌流失や水の保全の仕方、また植物栄養学にも触れ、土壌流出をいかに抑えつつ、持続的

な農業を行うかについて考えました。 

Food Sanitation では食品の衛生的な扱い方はもちろん、HACCP や GMP について学びました。この授業では、実際にカフェを設

計し、発表するという応用的なことも行いました。 

どの授業もレジュメを用いて、先生の授業を聞き学ぶことはもちろんですが、実際に外に出て、地形を見て土をじかに触ったり、

また工場を見学したりと、野外活動を通してさらに考察を深めることができました。 

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 

私は日本で受けた科目（例えばフードシステム学、基礎土壌学等）と近い内容の授業をとりました。タイで上記科目を履修するこ

とで、日本と同じ話題を扱っていても、とらえ方などが違うことに気づき、日本で学んだことをベースにさらに見識が深まりまし

た。また私は生物生産科学科植物カリキュラムコースであるので、植物生理学の知識を得られたことがこれから自分の研究をやる

うえで役に立つ知識を得られたのではないかと思います。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

大半の授業ではレジュメが配られますが、レジュメがない場合は、前に映し出されたパワーポイント画面をスマートフォンで撮

り、あとから見返せるようにしていました。 

また授業はボイスレコーダーで録音し、聞き取れなかった所や内容が理解できなかった所をもう一度聞きなおせるようにしていま

した。 

専門的な内容の場合、英語だけでは理解できないことも多いので、パソコンで日本語文献を読み理解を深めてから、英語で読んで

知識を得たりしました。 

  



資源生物科学科 A.T. 

 

全体的な感想 

両親に勧められ参加した AIMS は、思っていた以上に楽しく充実したものとなりました。当初、出発前は不安や心配ばかり感じて

いましたが、今では本当に参加できてよかったと心から思っています。 

AIMS を通して、日本では学べない科目を受講出来たり、海外の文化を体験できたりした以外にも、日常生活からたくさんのこと

を学ぶことができました。 

特に、他大学の交換留学生との交流から非常に大きな影響を受けました。私の受けた授業は、現地の学生よりも交換留学生の人数

が多い授業が多く、自然と交換留学生、特にインドネシアからの留学生と会話をする機会が多かったのですが、常に英語力の差を

感じました。相手の言っている内容が、十分に理解出来なかったり、伝えたい事が伝えられていなかったりすることがほとんど

で、毎日英語力をもっと上げたいと思っていました。私の英語力は、日本人留学生の中でも特に低いのですが、私よりも英語力が

ずっと高い日本人学生でも、タイや他国からの交換留学生と比べるとレベルは低く、日本人全体の英語力の低さを痛いほど感じま

した。そのような自分と周りの英語力の差を感じられ、目標としたいレベルを、肌で実際に体験出来たことは、自分にとって語学

力向上の面でも大きな力になったと思います。 

海外の学生だけでなく、日本人の学生からも多くの刺激を受けました。周りには、ほとんどの時間を他国の子と過ごしていたり、

バンコク内の他大学の子と協力し、就職活動支援のようなイベントを開催する学生団体に参加していたりする子もいました。その

子達から良い影響を受け、留学当初よりも積極的に行動したり、今自分に必要なことを日常的に考えたりすることが出来るように

なったと思います。 

また、辛いと感じていたことが最終的に良い経験になったこともあります。寮でルームシェアをしたり、一緒に旅行に行ったり

と、留学期間中は日本にいた時よりも、人との距離が近くなる事で、自然にお互いの価値観の違いを感じたり、周りとの違いを指

摘され話題にされたり、面白がられたりすることが増えました。しばらくの間はそのことに慣れず、辛いと感じることも度々あり

ました。でもそのお陰で、今では同じ日本人でも様々な価値観を持っているのだと自然に思えるようになり、違う価値観を受け入

れやすくなりました。考え方の幅が広がったことで、内面的にも成長できたと思っています。それと同時に、周りから自分を分析

されることで、今まで自覚していなかった自分を、客観的に知ることも出来ました。 

イベントや Field trip などは、新しい経験や知識を得られるだけでなく、新しい友人を得られたり、さらに仲良くなるきっかけに

なったりと、とても良い機会でした。私の場合、留学期間の終盤で、一気に親しい友人が増えたので、もっと早いうちに、自分か

らイベントを探しに行けばよかったな、と少し後悔しています。 

全体的に振り返って、たくさんの人と交流し親しくなれたことが、AIMS に参加して１番良かったことだと思います。このこと

で、今までより広い考えを持てるようになり、憧れや自分に必要だと思うことを多く得ることが出来ました。AIMS に参加したこ

とで、貴重な体験がたくさん出来ただけでなく、人間的にも成長することが出来たと思います。 

授業から学び得た専門的な内容について 



Physiology of Horticultural Crops では、光合成や呼吸の仕組みや植物体内における炭水化物の働き、また、植物が水を吸収する

仕組みや C3 植物と C4 植物、CAM 植物の器官や代謝システムの違いなど植物体内で働くシステムを詳しく学んだ。 

Soil & Water では、土壌浸食の起こる原因とその対処法、雨量や土壌傾斜、土壌の質や育てている作物の種類、神職対策の程度

から１年にその土地で起こる土壌浸食の程度の計算方法を学んだ。実際に Field に出て、その土地の土壌浸食の程度や対策につい

て考えたりもした。 

Introduction to Tropical Agriculture では、Tropical Asia という分布に属する地域の気候的な特徴や問題点、タイにおける気候

分布、土地の特徴に合わせた人と農業分布、タイの農業の歴史、Tropical Agriculture の特徴と問題点、主要作物、生産方法な

ど。具体的には、同じ土地で継続的に作物を栽培するための方法が大きく分けて８つある。それぞれの栽培方法や問題点、利点な

どを学んだ。他にも農業機械、Fishery、Horticulture、Soil などについても学んだ。 

Food Sanitation では、食中毒の原因となる菌や動物の種類や特徴、衛生を守るうえで、重要なポイント(手洗いの方法、菌の繁

殖する時間、温度、pH、器具の置く位置など)、HACCP や GAP について学び、実際に身近にある食料提供場所を調べて問題点を

あげたり、さらに色やデザインによる人の心理影響も考えた自分たち独自のレストランを考えたりした。 

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 

同じ農学ということで、関連性のあるものが多かった。Introduction to Tropical Agriculture は農業の基礎知識ということで、

特に今まで並んできたことの多くと関連があった。Soil は土壌の構成成分や特徴などは教養科目で習ったものと似ており、

Principles Soil & Water conservation はその知識をさらに派生させたような内容だった。 

Physiology of Horticultural Crops は栽培学、Food Sanitation は公衆衛生の分野に近く、キーワードとして資源の授業で習った

ものが出てきたり、知識が活かされたりしたが、全体として教養で習った内容に近いものが多かったような印象で、資源学科とし

ての関連性はすごく濃いわけではないと感じた。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

授業ではレジュメを配られることが多かったので、スライド上でわからない単語には印をつけ、耳で聞いてわからなかった単語も

メモするように努めた。レジュメがない授業の場合は、カメラを多用した。 

わからなかった点は積極的に周りの子に聞いて、わからないままの部分が無いようにした。単語帳を常に持ち歩くようにし、わか

らなかった単語に印をつけて空き時間に覚えるようにした。 

試験勉強の際は、必要に応じて自分でまとめ直し、重要なポイントを覚えるために問題を作って説いていた。 

  



資源生物科学科 K.N. 

 

全体的な感想 

僕はカセサート大学に留学し、多くの現地の友達を作ることができ、新しい経験と考え方を得ることができました。音楽系のサー

クルに参加したことで、サークル内では外国人が一人という状況でしたが、タイ学生の友達を多く作り、英語を用いて仲良くなる

ことができ、自分の英語力に自信がつくようになりました。サークルの練習では、深夜まで一緒に過ごし、練習の合間に趣味など

のちょっとした話から、国についての話など、様々なことについて話し、現地の人の考え方や個性が理解できました。 

僕が留学する前に思っていたよりも、同じような感性や考え方をもっている人が多く、自分の中での外国人に対する距離間が狭ま

ったと感じました。また、大学の卒業式やその他のセレモニーにおいて、サークル活動の一環で式典に参加した際、王室に対する

対応などについて触れることもでき、日本とは異なるタイにおける王室の存在や、王室を重んじる姿勢など、国の政治的な面から

みても、新しい考え方が得られました。 

また、日本の文化に興味をもつタイの学生は多く、日本について様々な事を聞いてきたり、タイ人の Facebook では、日本につい

ての事ばかり投稿していたりなど、自国について、ここまで関心を持たれていることに驚き、自国の他国に対する影響力を実際に

感じる事ができました。 

その他、物乞いなど貧困問題が存在しているということは、留学前から知っていましたが、友達の中には、日本と比べても圧倒的

に裕福な家庭の子も居り、発展していく中での貧富の差が激しいことなど、実際にタイで生活する中で初めて知り、驚くことが多

くありました。 

授業では、熱帯特有の気候による農業の特徴について、また日本とは異なる状況や、問題について知ることができ、興味深い内容

でした。食品衛生の授業においては、東南アジアに多い食中毒が、実際どのような経路を通じ、感染が起こっているのかについて

知り、まだまだ課題の多いタイの衛生面の向上についてなどの課題について、考える良い機会となりました。畜産や水産の授業に

おいては、自分の専門から少し離れた分野についても、基礎的な知識やタイのそれらの産業の特徴を知り、タイでの和牛のような

肉質をもつ牛の開発や、ティラピアの日本からの輸入が行われた歴史など、タイと日本の農水産業における密接な関係についても

知ることができ、国際的なパートナーとして、非常に重要な国であるということも実感しました。 

今回の留学を通じて、タイの人々の文化や考え方の違いがあっても、仲良くなれたという経験は、自分の中での外国の人々に対す

る距離を縮めました。さらに、タイで成功している日本企業や日本製品をみて、自国の製品を海外に発信してみたいという考えも

生まれ、将来企業に就職した際に、海外への派遣を希望するということも考えるようになりました。 

授業から学び得た専門的な内容について 

Introduction to Tropical Agriculture では、熱帯地域の定義やそこでの農業の特徴、問題点のほか東南アジア各国の農業の主産

物や風土的な農業に対する影響について学べた。また農業分野だけでなく水産についても授業があり、タイでティラピアの食事が

盛んな経緯や、魚類の養殖方法についてコスト面と規模の大きさから様々なものがあるということなど専門分野以外についても広

く知識を得られた。 



食品衛生について学んだ Food Sanitation では、食中毒菌の感染経路、HACCP や GMP など食品の安全を保障するための制度、

またタイ国際航空のケータリング工場の見学を通してそれらの実際について触れることができた。 

Paradigm in Agricultural Extension ではタイ特有の貧困農家の生活を向上するための手法、またそのアプローチの仕方について

知識を得たほか、タイ特有の果樹、米、水産資源、家畜の生産を統合した農業戦略について知ることができた。 

Animal resource & Management では、牛、豚、家禽などについての育成とその経営、また熱帯環境による成長量の低下などの

リスクを改善するための交配などについて学ぶことができた。さらに、家畜排泄物などの処理方法についても多様な手法とその利

点、欠点について知識を身につけられた。 

どの授業においても持続的な農業、またそのための手法について触れていたため、この先タイがどれだけ環境に悪影響を及ばさず

に発展できるかが重要になっていることについても考えるようになった。 

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 

Food Sanitation では食品衛生について事前に履修をしており、食中毒菌の種類についての知識を持っていたが、それらがタイで

はどのようなケースにおいてみられるのかということについて関連付けて学ぶことができた。また、そのほかの授業では自分の専

門分野と直接的な関係はないものの、植物、動物、水産それぞれについて食品としてのタイでの利用について知ることができ、日

本ではメジャーでないような生産物について目を向けるようになったほか、それらのうちの栄養的な未利用資源について開発がで

きるのではと考えるようになった。 

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、熱帯環境においての農業の特徴についての基礎知識を習得したかったため Introduction to Tropical Agriculture を履修し

た。また、日本での生活の中でタイ産の鶏肉をよく見かけていたのでタイの動物資源に興味をもち、日本との輸出入などにおける

関わりや育成の違いを知るために Animal resource & Management を履修した。そして熱帯地域における食中毒のリスクが高

いことから、なぜそのような状況なのかを知る為 Food Sanitation の授業を履修し、タイ特有の国王と農業発展の関係に興味が

あったため Paradigm in Agricultural Extension を履修した。 

  



理学部学際理学コース B M.S. 

 

全体的な感想 

タイに来た初日。制服が買い終わり、寮に帰ろうとした途端、ゲリラ豪雨並みの大雨が降り「これが雨季なのか」とタイに来たこ

とを実感していたのも束の間、辺り一帯が停電になり、初日から電気も水道も使えない生活を、送ることとなりました。寮にずっ

と住んでいた人も「こんな停電は滅多に起きないよ」と言われ、今思えば、それ以来停電は起こっていないので、この体験は本当

に貴重なものだったと思います。そのように、私のタイ生活が始まり、最初は食に苦労しました。パクチーとレモングラスが嫌い

な私は、とにかくそれらが入っていない料理を探し、みんなは「マイぺッ（辛くしないで）」を必死に伝えているのに対し、私は

「マイサイパクチー（パクチーを入れないで）」を必死に伝えました。タイは英語がまったく通じないことがほとんどなので、私

たちはみんな苦戦していました。 

タイで一番初めに感じたことは、仏教に対する信仰の厚さと、国王を敬愛する姿です。寺院が多いことももちろん、街の至る所に

も小さな寺院のようなものがあり、そこの前を通るとタイの人は、必ず手を合わせます。今年は、前国王の火葬が行われる年だっ

たのですが、火葬の日にはお店が全て休業、みんなが喪服を着て、王宮に向かっていました。バスや電車、どの交通機関に乗って

も、前国王の生い立ちや成績を紹介するビデオが流れていました。映画館では、いつも映画が始まる前に王様の生い立ちが流れ、

その間私たちは立たなければいけません。タイの人は国王を心から愛し、亡くなったことを悔やんでいました。日本では、幸いに

も天皇陛下がご健在であり、そういった場面に出くわしたことがなかったので、タイの人の姿勢を見て、とても驚いてしまいまし

た。 

次に印象を受けたのが、他国のレベルの高さです。特に、授業中に彼らは、積極的に発言するのに対し、日本人は答えられませ

ん。英語ができないのも然り、周りの人に確認を、取ってからでないと答えられません。またプレゼンテーションの際も、他国の

人は原稿なんてものはなく、すらすらと話していきます。大体の日本人は、必ず原稿を作って話していました。他国の人から見た

ら、原稿を作ってくるのが不思議なのだそうです。さらに、英語レベルには本当に驚きました。自分の母国語のように、すらすら

英語が出てくるのです。特に、東南アジア圏から来た留学生は、非常に勉強熱心でした。私たちよりも、はるかに能力が高いの

に、経済面で制限されることがある。その時、申し訳なく思ってしまった自分がいました。 

授業に関しては、私の農業知識が全くといっていいほど、無い状態で受けた、と同時に、英語だったため、理解に苦しみました。

そのため、テスト勉強は非常に大変でしたが、周りの日本人の協力もあり、乗り越えられました。私が、茨城大学で習った知識を

生かすことは、ほとんどありませんでしたが、こうやってまた新しい知識を得られたことは、自分にとってプラスになることだと

思います。東南アジアの経済の主となる作物、農業方法、土壌浸食など、多くのことを学ぶことができました。 

東南アジアの学生は皆、日本に興味を持っており、日本に留学して素晴らしい技術を学びたいと言っていました。教授たちも同

様、授業中に日本の技術は素晴らしいとおっしゃっていました。日本に行ったことのある学生に、日本のどんな所が凄いのか聞い

てみたところ、日本のパッケージ技術はどれも綺麗で、バイヤーに興味を湧かせるデザインをしていると言っていました。逆に日

本人は英語が話せないし、冷たい感じもすると言っていました。せっかく、素晴らしい技術や礼儀正しい国として有名なのに、英

語を話せないのはもったいないなと思います。あと約 2 年後に、東京オリンピックが開催される今、英語強化とイスラム教やヒン



ドゥー教などの人も日本で快適に過ごせることを、目指していくべきだと思います。なぜ宗教に触れたかというと、私はタイでム

スリムの友達が出来ましたが、彼らはどこに行ってもハラルフードを探す事に、苦労している姿を何度も見ていたからです。ハラ

ルフードを探すのに時間がかかったり、時には食べられなかったりしたこともありました。タイではまだ、ハラルマークを目にす

ることはありますが、日本ではめったに見かけません。まず、日本の調味料は発酵させたものが主なので、ハラルフードとしては

厳しいものがあります。以上より、東京オリンピックのときは、是非彼らに食で大変な思いをしないように、イスラム教やヒンド

ゥー教、その他の宗教に適した料理を増やすことが必要だと考えます。 

また、宗教によるものや、権力争いによる虐殺が起こったり、宗教によって入れない国があったり、日本では耳にしない過去や現

実が本当に起こっているのだなと彼らの話を聞いて、実感できました。逆にインドネシアと北朝鮮は友好的であり、国によっても

様々な友好関係や、その国に対する思いがあるということが分かりました。彼らの話を聞いていると、日本が平和ボケしていると

言われる意味がよく分かりました。もっとしっかりと歴史を勉強していれば良かったなと思いました。 

しかし、この体験を通して本当の国際的な人間になるには、英語が話せることではなくて、歴史を理解し、その国のことを理解す

ることが、まず第一歩なのではないかと思いました。理解した上で、自分には何ができるかを、考えなくてはいけないと思いま

す。 

この留学を通して、私は国際的な人材に必要なことを学び、各国の歴史や現状を知ることが出来ました。また、海外から見た日本

や日本を出て、自分では今まで気づくことが出来なかった日本を知ることも出来ました。この経験は自分にとって、非常に価値の

あるものになりました。AIMS に参加出来たことを本当に嬉しく思います。 

まず 1 つ目の Introduction to Tropical Agriculture では、主に東南アジアにおける気候や農業状況、GDP などを学びました。そ

の他にも森林や漁業、持続可能なエネルギーについて学び、Agriculture のみならず様々な基礎的知識を身につけることが出来ま

した。 

2 つ目の Food Sanitation では、主に食中毒の危険性やコンタミネーションの要因など、衛生に関することについて学びました。

細菌が生存できる条件を詳しく知ることが出来ました。 

3 つ目の Soil & Water Conservation では、土壌侵食について学びました。土壌浸食の種類やそれが起こる条件を学び、実際に

物理的な計算を行うことで、どれ位の割合で、浸食が起こるのかを知ることが出来ました。また実際に Field Trip に行ったこと

で、自分たちで土壌侵食の種類、起こった要因を調べる能力も身につけました。 

4 つ目の Marketing for Agri-enterprices では、経済における様々な分析方法を学び、企業が成功できるか否か、またどのように

企業を設立していくかを学びました。自分たちのオリジナルの商品を考え、分析方法を用い、その商品が売れるかどうか、またど

のような戦略を用いて市場に売り出していくのかを考える能力が身に付きました。 

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 

自分の専門分野は細胞生物学や分子生物学であり、今回の AIMS プログラムとはあまり関連性がなかったように思います。 

今回履修した授業では、主に農業関係であるため、関連性を見つけることは難しかったです。例えば、窒素固定や光合成など少し

似たような部分もありましたが、関連性は極めて少なかったです。しかし、専門分野ではなく、化学反応式や植物の生理現象など

今まで習ってきた知識との関連性はいくつかありました。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点 

海外ということで、もちろん授業は英語であるため、専門用語で全く理解できない事態を避けるため、基礎的な授業を取りまし

た。 

また、海外の友人と一緒に勉強をすることで、日本語での説明だけでなく、英語での説明も自分の言葉で出来るように心がけまし

た。そのおかげで、テスト勉強が少し楽になりました。 

しかし、英語だけで学習することは難しいことも多々あり、その際は日本人の友人に基礎情報を聞くことで理解しました。友人と

同じ授業を取ることで、一緒に勉強でき、テスト勉強も励みに繋がりました。 


