
２０１９年度農学部版 

海外留学報告書（専門科目履修者用） 

●基礎情報 

学科 食生命科学科 コース 国際食産業科学コース 

派遣国名 タイ 派遣期間 2019 年 11 月～3 月 

派遣大学名 ナレスアン大学 所属学部等 農学部自然資源・環境学科 

 

●履修科目 

科目名 科目コード 単位数 難易度（簡易な自由記述） 

Dietary  Supplement and 

Phytochemicals 

108331 3 先生の話すスピードが速くてメモを取るのが大変

だった。字に癖がある。 

Agro-Industrial Waste Treatment 

and Utilization 

108383 3 レジュメをしっかり読み込んで理解する必要があ

る。量がとても多い。 

Selected Topics in Food Science 

and Technology 

108384 3 授業は結構ゆっくり進めてくれる。 

Confectionery and Chocolate 

Products Technology 

108442 3 わからないところは何度も説明してくれる

けど、先生の英語の癖が強いから理解に時

間がかかる。 

 

●おおまかな週間スケジュール（時間区分は適宜変更可） 

 月 火 水 木 金 土 日 

07:00        

08:00        

09:00        

10:00 Agro-

Industrial 

Waste Lec 

Confectionery 

Lec 

Selected 

Topics 

Lec 

    

11:00     

12:00        

13:00 Confectionery 

Lab 

Agro-

Industrial 

Waste Lab 

Selected 

Topics 

Lab 

Dietary 

Supplement 

Lec 

   

14:00    

15:00    

16:00        

17:00        

集 中

講 義

等 

 

  



●現地科目に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

授業の内容はわかりやすかったですか？ 

①日本と同様の姿勢で受けることができた ②わからない部分は努力で克服した ③あまりわか

らず焦っていた ④大部分諦めてしまった ⑤その他 

 〇    

授業の英語はわかりやすかったですか？ 

①わかりやすい英語で理解できた ②ほとんど問題なかった ③わかりにくく苦労した ④理解

が困難だった ⑤主に現地言語が使用されていた 

  〇   

シラバスや事前説明に沿って授業が進められていましたか？ 

①計画通りに授業が進行した ②一部内容が異なったが問題なかった ③内容が突然変更されて
困った ④全く内容が違った ⑤その他 

 〇    

その他特筆すべきこと（任意記述）：授業が突然無くなることが結構あった。 

 

●現地生活に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

現地学生とのコミュニケーションはいかがでしたか？ 

①日本人学生と同様のコミュニケーションが取れた ②意思疎通がとれ、一緒に遊びに行ったり

もした ③あまりコミュニケーションを取れなかった ④引きこもっていた ⑤その他 

 〇    

以下，学生生活に関する各項目について評価をお願いします。 

①非常に良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤非常に悪かった 
     

・寮や宿舎の住み心地   〇   

・大学の設備（講義室や実験室等）  〇    

・現地での食事について   〇   

・休暇を利用した課外活動への参加   〇   

・体調を崩した時の相手大学担当教職員の対応  〇    

・その他トラブルがあった時の相手大学担当教職員の対応  〇    

・病気やトラブルがあった時に現地友人が助けてくれたか  〇    

・病気やトラブルがあった時の現地日本人学生が助けてくれたか   〇   

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

◦農産業から出るごみや副産物の取扱いや処理、利用法 

 野菜や果物、魚や肉製品、飲料を製造するときにどんなゴミが出るか。そのゴミの特徴。そのゴミを

どのようなものに再利用するか。ゴミから利用できる成分を取り出す抽出方法。 

◦砂糖やシロップ、チョコレートについて 

 砂糖の原料やシロップの種類、それらの特徴。チョコレートの作り方。 

◦匂いを感じるメカニズムや匂いに関わる化学物質 

◦生物活性物質の種類や働き 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点（300 字程度）  

復習をしっかりした。授業では知らない単語がかなり出てくるので予習復習をしないと理解できない

ことがあった。事前にレジュメをくれる授業もあるが、レジュメがなかったりその日に渡されたりす

ることも多いため、予習より復習が中心だった。 

反省点としては、もっと基本的な英語を勉強していくべきだったと思った。専門的な単語がわからな

いのは仕方ないと思ったけど、そのほかにもわからない単語が多すぎて大変だった。また、話したいこ

とが英語で言えないことが多かったため、会話するための英語を勉強しておけばよかったと思った。 

多様な文化・価値観に触れることで得られたこと（300 字程度）  

日本のすばらしさを改めて感じることができた。トイレに紙が流せたり湯船につかれたり、日本では

当たり前だと思っていることがほかの国ではそうではないことを知った。また、日本では大学に行っ

たり出かけたりするときに化粧することが当たり前だけど、タイでは化粧をしてない子がいっぱいい

たり、授業が時間ぴったりには始まらなかったり、自由で時間がゆっくり流れているような感じがし

て、日本とは違うなと思った。 

  



留学で得た知識・経験を，自身の将来にどのように活かしていくか（ 400 字程度）  

意外とやってみればたいていのことは何とかなるから、とにかく行動をしてみる。言葉が通じないか

らとか今までやったことないからとか挑戦することをためらうことはたくさんあるけど、勇気を出し

て行動してみればそこから先は意外と何とかなったり思っていたよりも簡単だったりするから、迷っ

ているぐらいなら行動したほうがいいなと思った。その気持ちを忘れずこれから先もいろいろなこと

に挑戦してみようと思う。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

◦先生も生徒も優しくて親切だったこと。いろいろなところに連れて行ってくれた。大学がある県の

場所が、タイの真ん中ぐらいだったからいろいろな場所に観光に行きやすかった。 

◦日本語が話せる日本人みたいな先生がいて、いろいろ相談できたりホームパーティーで日本食を作

ったりできて楽しかったこと。 

◦誰も行ったことがない大学だったからすべてのことが初めてで大学の周りをうろうろするのが楽し

かった。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

一緒に行く人たち以外、日本人はほとんどいないから、相当英語が得意な人かメンタルが強い人以外

は友達といったほうがいいと思う。派遣期間がほかの大学と大きく異なるから就活とか不安だと思う

けど、インターンとか就活のイベントは夏休みから 11 月まで参加できるし、タイでもネットは使える

から意外と何とかなると思う。また、大学がある県はこの機会にしか行かないようなところだと思う

から貴重な経験になるし、私たちが行けなかった場所や経験してないことがたくさんあるから一番初

めの人になれて何となく自慢できる。 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 

 



２０１９年度農学部版 

海外留学報告書（専門科目履修者用） 

●基礎情報 

学科 食生命科学科 コース 国際食産業科学コース 

派遣国名 タイ 派遣期間 2019 年 11 月～2020 年 3 月 

派遣大学名 ナレスアン大学 所属学部等 農業自然資源環境学部 

 

●履修科目 

科目名 科目コード 単位数 難易度（簡易な自由記述） 

Confectionary and chocolate 

products technology 

108442 3 授業のペースはゆっくりだが、テストの記述が多

い。 

Agro-industrial waste treatment and 

utilization 

108383 3 量が多く、ペースが他の授業と比べて早いので予習

復習が大事。 

Dietary supplement and 

phytochemicals 

108331 3 授業のペースはゆっくりだが、日ごとに先生も変わ

るのでいろんな先生の英語に慣れなければいけな

い。 

Selected topics in Food Science and 

Technology (smell) 

108384 3 スライドがなくて聞いていることが多いので、授業

中のメモが大切。 

 

●おおまかな週間スケジュール（時間区分は適宜変更可） 

 月 火 水 木 金 土 日 

10:00 Agro-

industrial(lec)  

Confectionary(lec)  Smell(lec)  Dietary 

supplement(lec) 

   

11:00 Agro-

industrial(lec)  

Confectionary(lec) Smell(lec) Dietary 

supplement(lec) 

   

12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch    

13:00 Confectionary(lab) Agro-

industrial(lab)  

Smell(lab)     

14:00 Confectionary(lab) Agro-

industrial(lab)  

Smell(lab)     

15:00 Confectionary(lab) Agro-

industrial(lab)  

Smell(lab)     

16:00        

集 中

講 義

等 

 

 



●現地科目に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

授業の内容はわかりやすかったですか？ 

①日本と同様の姿勢で受けることができた ②わからない部分は努力で克服した ③あまりわか

らず焦っていた ④大部分諦めてしまった ⑤その他 

 〇    

授業の英語はわかりやすかったですか？ 

①わかりやすい英語で理解できた ②ほとんど問題なかった ③わかりにくく苦労した ④理解

が困難だった ⑤主に現地言語が使用されていた 

 〇    

シラバスや事前説明に沿って授業が進められていましたか？ 

①計画通りに授業が進行した ②一部内容が異なったが問題なかった ③内容が突然変更されて
困った ④全く内容が違った ⑤その他 

   〇  

その他特筆すべきこと（任意記述）：大学選考時の授業内容と、実際の内容が違って戸惑った。また、

シラバス通りに進まず、一部内容が削られるなど急な変更が多かった。 

 

●現地生活に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

現地学生とのコミュニケーションはいかがでしたか？ 

①日本人学生と同様のコミュニケーションが取れた ②意思疎通がとれ、一緒に遊びに行ったり

もした ③あまりコミュニケーションを取れなかった ④引きこもっていた ⑤その他 

 〇    

以下，学生生活に関する各項目について評価をお願いします。 

① 非常に良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤非常に悪かった 
     

・寮や宿舎の住み心地   〇   

・大学の設備（講義室や実験室等）  〇    

・現地での食事について  〇    

・休暇を利用した課外活動への参加    〇  

・体調を崩した時の相手大学担当教職員の対応 〇     

・その他トラブルがあった時の相手大学担当教職員の対応 〇     

・病気やトラブルがあった時に現地友人が助けてくれたか 〇     

・病気やトラブルがあった時の現地日本人学生が助けてくれたか 〇     

その他特筆すべきこと（任意記述）：VISA の更新を忘れるトラブルがあった。大学側からのリマイン

ドもなかった。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

・Agro-industrial waste utilization 

生活レベルから工業レベルで、どのようにゴミが出るか、そのゴミをどのように処理するか、利用する

かを学んだ。特に食品産業（野菜・フルーツ、魚、肉、乳製品、油、飲料）で出てくるゴミに関して詳

しく学んだ。プレゼンもあり。 

・confectionary and  chocolate production 

前半は、キャンディーを中心とした製菓の作り方・特徴をレクチャー、実験を通じて学んだ。後半は、

製菓の主原料のことや、チョコレートの栽培から製造まで学んだ。 

・smell  

「香りとは」から、香り成分の特徴、香りを感じる仕組み、香りの分析、オリジナルの香料を使用した

飲料作りと官能評価を通じて香りについて多面的に学んだ。化学的内容も扱う。また、マーケットに課

外実習にも行くなど、アクティブな授業だった。 

・dietary and phytochemical 

Dietary product や phytochemical、functional food、bioactive compound の定義や違い、特徴に関して

主に学んだ。また、プロバイオティックス、プレバイオティックスに関しても 2 回の授業で概要や特

徴、機能を学んだ。計 4 人の先生から学ぶ。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点（300 字程度）  

前半、祝日や先生の都合上潰れた授業が多かったため、リズムも掴めず復習など怠ってしまった。Agro-

industrial waste utilization などハンドアウトの量も多く、復習が大変だったので、毎授業ごとに復習す

べきだったと感じた。前半にキャンセルされた授業が後半に溜まったり、実験が始まったりと忙しく、

より日々の復習が大切だと感じた。また、シラバスを配られなかったり、連絡がルーズな先生もいたの

で、何度も連絡したり、お願いして意思を伝えることが大切。先生ごとに英語のレベルは違った。先生

によっては、訛りがきつくなれるのが大変だった。わからないときは、スペルを聞いたり、書いてもら

うようにお願いして工夫した。 

多様な文化・価値観に触れることで得られたこと（300 字程度）  

日本では見たことのないような光景がたくさんあった。移動手段もバイクが中心で、学校の周りは信

号機もなく、道端には屋台が連なっていたりと衝撃的なことだらけだった。ピッサヌロークは田舎な

ので、ほとんど英語で話す人がいなく、最初はバディとコミュニケーションを解くことさえ難しかっ

たが、翻訳機能を使ったりだんだん話せるようになりお互いの文化を知ることができた。ご飯は、基本

的に外食かデリバリー、買ってきて家で食べることが多かった。日本にはない味付けや料理を知るこ

とができて面白かった。なかなかフレッシュな野菜をとることができず、健康面で気にすることはた

くさんあった。後半は、自炊したり、コンビニで日本食を見つけてうまく調整できるようになった。周

りには、娯楽施設が少ないため、土日の使い方は難しかった。日本に興味がある学生が多く、先生も日

本の大学卒の方が多かったため、親しみを感じる場面は多かったし、みんなとても親切で面倒見が良

い。困ったことやトラブルにはすぐに対応してくれるので安心して生活ができた。 



留学で得た知識・経験を，自身の将来にどのように活かしていくか（ 400 字程度）  

留学の主な目的は、英語力の向上と現地の食文化を知り、将来食品分野に関わったり、独立したときに

役立てたいと思っていた。語学の面では、海外で生活したからと言って、急激に伸びたとは思わなかっ

た。しかし、独学で勉強するだけでは足りなかったので、実践して何が足りないのか、や情報を得る手

段がほとんど英語のみという環境だったことはとても貴重だった。自分でも英語力は少し伸びたと実

感できるくらいには向上したので、これからも向上させて将来につなげたいと感じた。また、現地の食

文化は、食事のとり方や、食料の調達方法、食べているもの、食べ方など日本とは異なることが多く、

すごく興味深かったです。例えば、外食分化が当たり前なので、スーパーの野菜の数が少なかったり、

逆に果物の種類が多く、屋台ですぐに手に入ったり、デリバリーサービスがすごく充実していること

もわかりました。私は、乳製品（特にチーズ）に興味があるので、現地の商品がどこでつくられている

のか、日本との違いは何か、日々勉強になることばかりでした。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

日本で 10 年暮らしていて、日本語が話せる先生がいたことや、日本の留学経験のある先生方がたくさ

んいらっしゃったので、英語が全く伝わらなかったり、異文化すぎてつらいというストレスはあまり

感じなかった。先生方は、英語ができる方が多いので、コミュニケーションも取りやすいし、日本・タ

イのどちらの話題でも話すことができたのでよかった。生徒はあまり英語が得意ではないが、とても

フレンドリーで、やさしく、尽くしてくれるので困ったときや、現地の生活に慣れるまではいろんなお

世話をしてくれた。町や大学の雰囲気も穏やかで、ゆったりした生活リズムなので、自分の好きなよう

に時間を使うことができるし、都会的なストレスを感じることもない。空気も綺麗。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

他の大学と、期間がずれて就職活動に影響が出るが、その分他の人より早く準備しておけば対応もで

きる（2 年からインターンシップに行く、夏の長期インターンシップに参加するなど）。学生はみんな

やさしく、明るくてフレンドリーな子たちばかりです。先生方も、日本に興味があったり、日本語を話

せる先生もいて、週末にパーティーを開いてくれたり、ご飯に行ったり、とても歓迎してくれます。大

学の周辺は、ご飯屋さんやカフェもたくさんあるし、タイ料理以外も食べられ、生活する環境は整って

いるので生活面ではそこまで心配する必要はないです。授業も 4 教科、朝も早くなく、難易度も中級

レベルだと思います。娯楽施設は少ないですが、チェンマイとバンコクの中間なのでどちらにも行け

ます。 

食品に特化した授業を、マイペースに穏やかな環境で学びたい人にはぴったりの大学だと思います。 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 

 



２０１９年度農学部版 

海外留学報告書（専門科目履修者用） 

●基礎情報 

学科 食生命科学科 コース 国際食産業科学コース 

派遣国名 タイ 派遣期間 2019 年 11 月～2020 年３月 

派遣大学名 ナレスアン大学 所属学部等 農学部食生命科学科 

 

●履修科目 

科目名 科目コード 単位数 難易度（簡易な自由記述） 

Agro-Industrial Waste 

Treatment and Utilization 

108383 ３ 実験と講義がある。実験後は毎週レポート

提出有。実験操作は先生が一緒にやってく

れるので楽。 

Confectionery and Chocolate 

Products Technology 

108442 ３ 実験は調理実習で楽。講義後にレポートあ

り。テストの問題量がとても多く難しい。 

Selected topic in food science 

and technology 

108384 ３ 実験は 2 回程。授業がなくなることが多く、

課題もほとんどない。 

Dietary supplement and 

phytochemicals 

108331 ３ 講義のみ。複数の先生の授業からなる。課題

は大変ではないがテストは記述で難しい。 

 

●おおまかな週間スケジュール（時間区分は適宜変更可） 

 月 火 水 木 金 土 日 

07:00        

08:00        

09:00        

10:00 Agro-Industrial 

Waste 

Treatment and 

Utilization 

(Lecture) 

Confectionery 

and Chocolate 

Products 

Technology 

(Lecture)  

Selected 

topic in 

food science 

and 

technology 

(Lecture)  

    

11:00     

12:00     

13:00 Confectionery 

and Chocolate 

Products 

Technology 

(Lab) 

Agro-Industrial 

Waste 

Treatment and 

Utilization 

(Lab) 

Selected 

topic in 

food science 

and 

technology 

(Lab) 

Dietary 

supplement 

and 

phytochemicals 

(Lecture)  

   

14:00    

15:00    

16:00    

  



●現地科目に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

授業の内容はわかりやすかったですか？ 

①日本と同様の姿勢で受けることができた ②わからない部分は努力で克服した ③あまりわか

らず焦っていた ④大部分諦めてしまった ⑤その他 

 〇    

授業の英語はわかりやすかったですか？ 

①わかりやすい英語で理解できた ②ほとんど問題なかった ③わかりにくく苦労した ④理解

が困難だった ⑤主に現地言語が使用されていた 

  〇   

シラバスや事前説明に沿って授業が進められていましたか？ 

①計画通りに授業が進行した ②一部内容が異なったが問題なかった ③内容が突然変更されて
困った ④全く内容が違った ⑤その他 

  〇   

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

先生によって英語の聞き取りやすさが異なる。訛りが強い先生の時、分からなかったときはその都度質

問して説明をしてもらった。チョコレートの実験以外は、私たち３人のみの授業だったため他学生との

交流が難しかった。急な授業変更がかなり多かったため困った。 

 

●現地生活に関する基礎アンケート（該当する項目に〇） 

設問 ① ② ③ ④ ⑤ 

現地学生とのコミュニケーションはいかがでしたか？ 

①日本人学生と同様のコミュニケーションが取れた ②意思疎通がとれ、一緒に遊びに行ったり

もした ③あまりコミュニケーションを取れなかった ④引きこもっていた ⑤その他 

 〇    

以下，学生生活に関する各項目について評価をお願いします。 

①非常に良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤非常に悪かった 
     

・寮や宿舎の住み心地    〇  

・大学の設備（講義室や実験室等）  〇    

・現地での食事について   〇   

・休暇を利用した課外活動への参加   〇   

・体調を崩した時の相手大学担当教職員の対応 〇     

・その他トラブルがあった時の相手大学担当教職員の対応 〇     

・病気やトラブルがあった時に現地友人が助けてくれたか 〇     

・病気やトラブルがあった時の現地日本人学生が助けてくれたか 〇     

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

学生は私たちより英語のレベルは低かったように感じた。私たちの面倒をみてくれた友人たちのほと

んどが Google 翻訳を見せてきて会話をする感じだった。私たちが英語で話しても通じないことが多

く、最初は苦労した。しかし周りの人はとても親切で困った時はいつも助けてくれた。大学周辺のお店

は英語が通じないので簡単なタイ語を覚える努力をした。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

私は４つの授業を履修した。1 つは、私たちが生きている中で生まれている廃棄物がどんなものから、

どのように生まれてどのように再利用されているかを学び、それらは食品加工の過程ではどうなのか

を学んだ。実験では、実際に果物や魚介類などから得られる廃棄物から有用物質を抽出したり、利用可

能な物質に変えたりする実験を行った。2 つ目は、お菓子(主にキャンディー)とチョコレートの製造方

法を学び、チョコレートとキャンディーの製造を実際に経験した。3 つ目は、食品の香りに関する授業

で、食品における香り成分物質の使用規則や香り成分の抽出方法などを学んだ。実験では、自分たちで

香りを作って製品に加える実験を行った。4 つ目は機能性表示食品やサプリメントに利用される化学

物質やプロバイオティクス製品について学んだ。留学先での授業内容は留学前に茨城大学で学んだ内

容がほとんどだったので、茨城大学での英語開講の授業で学んだ専門用語の英語の知識が役に立った

なと感じた。 

海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点（300 字程度）  

日頃の授業で意識していたことは授業中に出てきた分からない単語はすぐに調べるようにして、テス

ト対策はいつもよりも早くから勉強し始めるようにしていた。日本と大きく違うところは 1 講義の時

間が 2～3 時間と長く、かつ英語で授業を聞いて理解しなくてはいけなかったので集中力を保つのが大

変だった。私は幸い授業中に寝ることができないのでウトウトしてしまうことはなかったが、日本人

学生は…と教えてくれている先生方に失礼のないように、集中力が切れてもうなずいて授業を聞くよ

うに心がけていた。反省点としては、質問を投げかけられた時にもっとうまく英語で答えられるよう

な能力があればなと毎回悔しい思いをした。英語で話す恥じらいをもっと捨てられたらよかったなと

思う。 

多様な文化・価値観に触れることで得られたこと（300 字程度）  

私が生活していた場所は田舎で、ごみが街に散乱し、街の空気が不快な臭いが漂うことが多くて、日本

の街がどれほどきれいに保たれていているかを改めて感じられた。入るのに勇気のいる飲食店が多く、

どんなにお腹がすいていても食欲がなくなり、初めは口にすることもできず美味しいと感じられずに

困った。日本にいた時は感じなかったが、食品の衛生面が食品の美味しさにとって大事なものなのか

を身をもって感じた。また、私の周りには性別と中身が違う子が当たり前のようにたくさんいて、差別

されることなく、むしろ仲間の人気者として周りと接していてとても驚いた。日本ではみんなと違う

ということはあまり良いとされない文化だけれど、それが素敵だと思われている文化は羨ましいなと

思った。 

  



留学で得た知識・経験を，自身の将来にどのように活かしていくか（ 400 字程度）  

留学前は、食を通して幸せを届けられるような仕事をしたいと思っていましたが、留学をしてその気

持ちはさらに強くなりました。留学先では、学生たちは英語が得意ではなかったためコミュニケーシ

ョンをとるのに苦労した。しかしタイの人たちは食べることが大好きで、食事の誘いをしてもらうこ

とが多く、美味しいもの一緒に食べるときは特に楽しい時間を共有できたと感じる。食事は国境関係

なく、コミュニケーションがとりやすい環境を築き人々を笑顔にすることを実感した。さらに、日本が

大好きな人々がほとんどで日本の食べ物は美味しいと日本を褒めてもらう機会がとても多かった。日

本のすばらしさを改めて実感し、日本人に日本の食のすばらしさを伝えていけるような人材になりた

いと思う。自分の目標や好きなことに必死に頑張っている人が多く刺激を受けた。自分がやりたいと

思ったことを諦めずに努力し続けられる人になりたいと思う。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

周りの人たちがとても親切で困ったときはいつも助けてくれて、大変な思いをすることは少なかった。

日本語ができる先生たちが多かったため、コミュニケーションがとりやすくパーティーを開いて親交

を深めることができたのが嬉しかった。派遣先の大学は図書館がとてもきれいで、テスト１週間前か

らは 24 時間学習室が開放されていてとても助かった。家の目の前が大学のキャンパスが広がっていた

め、人気のない場所もなくほとんどが学生ばかりだったことや、留学で来ている日本人学生は私たち

を含めて 5 人だったので、地域の人も親切に接してくれて怖いと思うことがなく治安が良かったと思

う。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

留学期間が就活時期と被るため大変ではあります。田舎のところにあるので生活において最初は戸惑

うこともあると思いますが、周りの人が本当に親切でフレンドリーなので、困ったときはその人たち

に頼ることをお勧めします。日本人留学生は少ないため、良くも悪くも街ではとても目立ちます。歩い

ていると知らない人に声をよくかけられたり、コミュニケーションの仕方が少ししつこいなと感じた

りすることもあるかもしれません。周りの学生はあまり英語が話せないので思うようにコミュニケー

ションがとれないこともありますが、現地の学生からの誘いを待つだけではなく自分から声をかける

ともっと仲良くなれたのかなと思っています。英語が通じなくても笑顔で根気よく話せば、親交を深

められるかと思います。 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 

 


