
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 インドネシア 派遣期間 2019 年 8 月～12 月 

派遣大学名 ガジャマダ大学 所属学部等 農学部、動物学部 

 

●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） 

Principles of Fish Technology PIT2111 2 専門外だったため難しかった 

Basic Meat Science and Technology PTH2101 3 実験は楽だった。 

Milk Science and Technology PTH2302 3 量が多いため苦労した 

Post Harvest and Milk Industry PTD3303 3 持ち込みありだったので良かった 

    

 

●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   Fish     

08:00   Fish     

09:00   Fish  Post   

10:00     Post   

11:00 Meat Milk   Post   

12:00 Meat Milk      

13:00 Meat Milk      

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

集中講義等 実験は Fish はなし、Meat は日程ばらばらで 5 回、Milk は連続で 4 回、Post は長時間の

が 3 回 

  



●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）：授業によってインドネシア語の先生がいたが、テスト前にレジュ

メをもらって頑張ればなんとかなる。現地の生徒の英語はわかりやすいから助けてもらうといい。 

 

●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）：大きなトラブルも病気にかかったことはないため対応については

何とも言えない。寮は慣れれば住める。大学はかなり汚い。（特にトイレ）食事は美味しいが私には合

わなかったため近くのモールで和食を食べたり、欧米人が多いエリアで洋食を食べに行ってた。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

Principles of Fish Technology では魚の構造から食べる以外の活用方法まで魚についての基本的なこと

を幅広く学びました。ほぼ知識がない状態で受け始めたため難しい面が多くありましたが、新たな知

識を身につけることができたと思っています。Basic Meat Science and Technology では茨城大学の畜

産物の授業で学んだことよりもっと詳しく肉の構造や組織について学びました。授業でやったことを

実際に実験で触れるという形だったので理解が深まりました。Milk Science and Technology では牛乳

の構成成分からチーズやバターといった製品について学びました。授業もレジュメもインドネシア語

なのが多かったので内容よりは翻訳するのが大変でした。Post Harvest and Milk Industry では乳製品

についてやパッケージといった衛生関連のことを学びました。内容は Milk Science and Technology に

似ているところが多いのでセットで履修すると負担が減るかなと思います。総じて実験の TA は英語

が堪能で非常にわかりやすいので実験の難易度については心配がいらないです。実験で大変なのはと

んでもない量のレポートでした。 

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

レジュメはテスト前に一気にもらうので量はえげつないですが、抜けがないようにすべてを網羅して

わからない単語をしっかり覚えるように努めました。Google 翻訳でざっと翻訳し細かいところを自分

でかみ砕いて文を作り直したりするなど、効率的にやることを心掛けました。ジャパングリッシュに

慣れていて向こうの英語を聞き取るのが難しく理解が乏しかったので渡航前にインドネシア人の英語

の講義を YouTube などで聞いて慣れておけばよかったと思いました。実験などでは受動的に聞いてい

るだけで積極的に質問ができなかったのでもっと英語を堪能にしてから行けばもっと得られることが

多かったと思います。 

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）  

良い面でも悪い面でも価値観の違いというのは大きく、認め合わないと動き出せないということを知

りました。今までの私は保守的で自分の基準というのが生きていく上で大切なものさしでした。しか

し他の価値観を理解するだけではなく、認めることが本当の理解につながり自分自身の熟慮になると

わかりました。また文化については調べるより体感する方がよりわかると感じました。例えばインド

ネシアで出てくるお茶は甘いと調べたら出てきますが、現地で体感するとこんなにも甘いのか、そし

て辛い料理だから意外と合うのか、といったプラスアルファのことが分かり、文化について数珠式に

しることができます。これからのグローバル化に対応する人材になるべく、将来的にも色々な地で様々

なことを吸収したいと思う機会になりました。 

  



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）  

茨城大学での講義は食品全体を網羅する形ですが、ガジャマダ大学ではひとつのものに対してひとつ

の講義なので深く知ることができたと同時に一つの見地を深める面白さを実感しました。単純に知識

をインプットするだけでなく、深くやることによって異なるように見える事象を結びつけることがさ

らなる理解を生むことがわかったので、これから物事を学ぶときにはこれを意識していきたいと思い

ます。また異文化に触れ様々な価値観を知ったので、何か物事をやる際には幅広いものの見方をして

色んな人の意見を取り入れながら活動していきたいと思います。さらに今日本が抱える少子高齢化に

対する対策として打ち出される海外進出の意味もよくわかりました。発展がまだまだで伸びしろがあ

る国とはこういうものなのか、確かに日本にあるあれがこの国に導入されればもっと社会が豊かにな

るだろうといった、今まであまり考えを持ったことがなかった海外に対しての意識も変わりました。

それと同時にこれまで以上に就業するにあたり、日本への社会貢献にとどまらずに、世界に貢献して

いきたいと感じるようになりました。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

良かったのはそこにいた生徒たちです。どの授業でもみんな手を差し出して名前を言って積極的に話

しかけてくれました。自分で何もアクションを起こさなくても向こうから助けに来てくれるため、何

でも何とかなるという不思議な環境でした。そのくらいなので自分からアクションを起こしても受け

止めてくれるし、むしろ喜んでくれるので、今まで日本で控えめな人もインドネシアでは思いっきり

人に絡んでいけると新しい世界が見えるかなと思いました。ガジャマダ大学はインドネシア大学と 1

位 2 位を争うハイレベルな大学ですが、みんな勉強一筋ではなくサークルといった課外活動をたくさ

んしていて、忙しいながらも生き生きと学生生活を送っている人が多いです。授業は少し難しいこと

もありますが、ガジャマダ大学の素敵な生徒たちが助けてくれるので大丈夫です。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

インドネシアの衛生面が気になる人へ。確かにインフラは整ってはいません。普通に街で下水の匂い

がすることも多々あります。が、私の住んでいた寮は改築 1 年目でお湯も出るしきれいなエアコンも

ついてるしトイレもペーパーが流せました。かなりきれい好きな私でも過ごせた良い環境でした。ま

たインドネシアはお腹を壊しやすいといった記事を見るかもしれませんが、私は一度も病院にいくよ

うな病気にはなっていません。歯磨きにもきれいな水を使ったり、あまりにも汚い屋台に入ったりし

ないといった日々の気遣いがあれば大丈夫だと思います。ガジャマダ大学のあるジョグジャカルタは

地名に平和な街という意味があるくらいでみんな平等に貧乏なので治安がいいですし、近くにたくさ

んあるモールには和食を食べられるところも多いので、物価が安い割うえに充実した生活が送れると

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 インドネシア 派遣期間 2019 年 8 月～12 月 

派遣大学名 ガジャ・マダ大学 所属学部等 農学部、動物科学部 

 

●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） 

Basic Meat Science and Technology PTH2101 3 持ち込みは不可能だが、しっかり復習すればテスト

は解ける。実験のレポートは 50 枚くらい手書きで

作成した。日本と同様に目的、方法、結果、考察、

参考文献の流れで書いた。提出までの期間は長かっ

たので、コツコツ行えば、余裕を持って終えられる。 

Milk Science and Technology PTH2302 3 ほとんどの授業がインドネシア語で行われた。スラ

イドもインドネシア語のものが多く、授業はあまり

理解できなかった。テストは持ち込み可能だったの

で翻訳をしっかりすれば解ける。実験のレポートは

50 枚くらい手書きで作成した。提出までの期間が

短く、大変だった。 

Post-harvest and Milk Industry PTD3303 3 テストは持ち込み可能だった。しっかり復習すれば

解ける。実験の評価は口頭テストで行われ、少し難

しかった。(＊)特別講師として来ていた宮崎大学の

先生の授業も１コマあった。 

Principles of Fish Technology 

(B) 

PIT2111 2 中間テストは持ち込み不可で選択問題、期末テスト

は持ち込み可能で記述式だった。復習が大事。 

 

  



●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~ 

08:50 

  Principles 

of Fish 

Technology 

    

09:15~ 

10:55 

    Post-

harvest 

and Milk 

Industry 

  

11:15~ 

12:55 

Basic Meat 

Science 

and 

Technology 

Milk 

Science 

and 

Technology 

     

集 中 講

義等 

実験等の日程 

Basic Meat Science and Technology 

(8/27 13:00~ pretest, 9/9,17,27,10/30,31 15:30~17:30 実験, 11/23 8:00~ final test) 

Milk Science and Technology 

(8/30 13:00~ pretest, 9/9,10,11,12 13:00~15:00 実験, 11/18 13:00~ final test) 

Post-harvest and Milk Industry 

(9/6 13:00~ pretest, 9/21,22(土日) 実習と実験, 10/16 15:30~ ミルク石けん作り,  

11/28 14:00~ グループ発表と口頭テスト) 

  



●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 

 ○    

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 

  ○  ○ 

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 

○     

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

特に milk science and technology の授業はほとんどインドネシア語で行われ、スライドもインドネシア

語のものが多かったので授業中に内容を理解することはできなかった。 

 

●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 

 ○    

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 ○     

・大学の設備（講義室や実験室等）   ○   

・現地での食事について  ○    

・休暇を利用した課外活動への参加 ○     

・体調を崩した時の相手大学担当教職員の対応      

・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 ○     

・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 ○     

・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 ○     

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

体調を崩すことがなかったので、一問無回答です。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

 “Basic Meat Science and Technology”では、肉の栄養価、筋肉の構造、家畜の屠殺プロセス、屠体お

よび肉の品質、肉の保存方法など、肉に関することを幅広く学んだ。実験では、筋肉の構造を顕微鏡で

実際に見ることや、肉の品質を化学的及び生物学的に調べることを行った。講義と同時期に実験を行

ったので、講義内容が理解しやすかった。 

“Milk Science and Technology”では、牛乳の物理的及び化学的特性、牛乳と乳製品の栄養価や品質基

準、牛乳の保存及び加工方法について学んだ。実験では、牛乳と、自分たちで作ったアイスクリームと

ヨーグルトの品質テストを行った。これも講義内容の理解にとても役立った。 

“Post-harvest and Milk Industry”では、搾乳方法、牛乳の品質検査、あらゆる乳製品の製造法、HACCP

などの製品の品質検査、乳製品の流通について学んだ。宮崎大学の教授の特別講義ではインドネシア

と日本の畜産の違いについて学んだ。実習では、山羊の牧場に行き、搾乳の様子を見て、絞りたてのミ

ルクの安全検査を行った。さらに、学校にある殺菌室でミルクの殺菌、ボトル詰めを行い、そのミルク

の販売も行った。また、ミルクソープ作りも行った。 

“Principles of Fish Technology”では、水産物の取り扱い、加工、品質管理など、収穫後の漁業技術

や、魚の栄養価について学んだ。実験はなかった。 

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

 授業は主に PowerPoint を用いた講義だったが、レジュメが配られることは無かった。授業中に全て

を理解することはできなかったので、復習やテスト勉強をするためにはレジュメが必須だった。そこ

で、積極的に教授に連絡先を聞いて、授業で用いられた PowerPoint などを送ってもらった。また、質

問があったときには、メールで直接教授に聞くことができた。さらに、私が受けた授業は、たくさんの

現地の学生が受けている授業だったので、現地の学生と仲良くなり、どんなテストが出るかなどを教

えてもらった。実験では、同じグループの人と積極的にコミュニケーションを取り、実験のデータや写

真を送ってもらい、レポートを作成することができた。また、日本とは違って、教授ではなく、学年が

上の学生が主体で行われていた。各グループに担当の学生が付いていて、分からないことがあった時

は、その学生にすぐに相談した。 

 自分の英語力の低さが原因で理解できないときが多々あったので、もっと英語の勉強を日本でして

おくべきだったなと思った。特にリスニング力とスピーキング力をもっと強化しておくべきだった。 

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）  

 日本とは何もかもが異なる環境で約四ヶ月過ごすことで、いろんな文化・価値観に触れることがで

きた。特に、日本は無宗教の人がほとんどだが、インドネシア人の多くはイスラム教徒であり、イスラ

ム教について詳しく知ることができた。構内にもモスクがあり、アザーンがなると授業も一時中断す

ることを、身をもって経験した。また、キリスト教徒も多く、友達にクリスマスパーティーに招待して

もらい、キリスト教のクリスマスも楽しむことができた。さらに、世界遺産であるボロブドゥールでは

ヒンドゥー教の歴史を学ぶことができた。日本では学ぶ機会が少ない宗教について、深く触れること

ができた。食文化においては、食品の衛生管理に驚いた。基本的に半屋外のレストランが多く、食材や

机の周りにはたくさんのハエがいた。そのような環境でごはんを食べてもお腹を下さないくらいお腹

は強くなった。同時に、日本の衛生管理は素晴らしいと感じた。 



 

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）  

 インドネシアに留学したことで、イスラム教について詳しく知ることができた。イスラム教では、豚

肉やアルコールが禁止されている。また、と殺方法にもハラールかハラールではないかで違いがある

ことを授業で学んだ。日本の料理を考えると、豚肉がよく用いられ、アルコールが使われていない料理

はほとんど無く、肉のと殺方法は考えたこともない。そこで、イスラム教の人たちが日本に来たとき

に、食べ物に困らないように、ムスリムが食べられる食べ物“ハラールフード”の開発を将来してみたい

と思った。 

 留学中、英語で日本について紹介することや、自分の背景を話したりすることが多かった。また、私

は約四ヶ月間、ルームメイトの韓国人と過ごしたので、日常会話なども話せるようになった。グローバ

ル化が進んだ現在、働く上で外国人とコミュニケーションをとる機会は多いと思う。そのときにこの

経験を活かして、積極的にコミュニケーションを取りたいと思う。また、インドネシアで得た食品に関

する専門的な知識や技術も働くときや研究するときに活かしたい。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

 先生、バディーたち、授業や実験で一緒だった学生たち、みんながとても親切な人だったこと。些細

なことまで面倒を見てくれたおかげで、何不自由なく、快適な生活を送ることができた。休日には遊び

に連れて行ってくれて、楽しい思い出もたくさん作ることができた。また、ガジャ・マダ大学には日本

からの留学生が多くいて、全国各地の日本人の友達もできた。インドネシア語がペラペラの日本人も

たくさんいて、トラブルがあったときには助けてもらった。 

 ガジャ・マダ大学があるジョグジャカルタがとても良い街であったこと。ほどよく都会であり、近代

的なショッピングモールがいくつかあった。世界遺産もあり、観光地がたくさんあった。また、治安も

良かった。自分の不注意で二、三回、携帯電話を店に置いていってしまったことがあったが、毎回返っ

てきた。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

 動物科学部は学部生の留学生受け入れがまだ盛んではない様子であり、授業は現地の学生が受けて

いるところに参加するという形式だった。授業は英語で行うから大丈夫だと言われて上記の科目を選

んだが、ほとんどインドネシア語で行われていた科目もあったので、履修科目を選ぶときに英語開講

かどうかをしっかり確認した方が良い。レジュメは自ら尋ねないともらえないので、積極的に教授と

コミュニケーションを取ると良い。私は、週に四コマしか授業がなかったが、実験が入ったり、レポー

トを書いたりしていたので、暇すぎることはなかった。テスト勉強は単語を覚えることから始まり、内

容を理解するのに結構時間がかかるので、四科目しかなかったが、勉強はとても大変だった。多くの科

目を履修すると、テスト勉強が大変だと思う。日本で学んだ内容と多くかぶっている科目もあったの

で、その科目を選べば、理解はしやすいと思う。（Basic Meat Science and Technology は特におすす

め。）最後に、ジョグジャはとてもよいところです。 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 

バディーと 

 

 

Meat science and technology の実験の TA さんたちと 



 
ボロブドゥールで現地の小学生たちにインタビューされた様子 

 



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 インドネシア 派遣期間 2019 年８月～12 月 

派遣大学名 ガジャマダ大学 所属学部等 農学部、動物科学部 

 

●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） 

Basic Meat Science and Technology  3 テストは持ち込み不可だが、問題は易しい。 

Milk Science and Technology  3 スライドがインドネシア語のことが多々あった。 

Post Harvest and Milk Industry  3 実験が土日だが、レポートがなく受け易かった。 

Principles of Fish Technology PIT2111B 2 後半が内容も多く、PPT がインドネシア語で難し

かった。 

    

 

●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   Fish 

Technology 

    

08:00       

09:00     Post 

Harvest 

  

10:00       

11:00 Meat 

Science 

Milk 

Science 

     

12:00      

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

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 

 ○    

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 

 ○    

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 

 ○    

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

授業によっては、スライドも講義もインドネシア語のものがあったため、翻訳にとても時間がかかっ

た。そういった授業は、早めにスライドをもらって、翻訳をこまめに進めていった方が良い。 

 

●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 

 ○    

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  ○    

・大学の設備（講義室や実験室等）    ○  

・現地での食事について   ○   

・休暇を利用した課外活動への参加      

・体調を崩した時の相手大学担当教職員の対応      

・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      

・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 ○     

・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 ○     

その他特筆すべきこと（任意記述）： 

 あやふやな返答をしていると、現地の先生や学生に押し切られてしまうので、自分の意思はしっかり

伝えなければならない。また、UGM は日本人コミュニティがあるため、そこにいる日本語が話せる現

地の子と仲良くなるとトラブルがあった時に助けてくれるかもしれない。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

 Basic Meat Science and Technology は特に専門用語が多くて、復習がとても大事だった。この授業

の実験は、日本で行っているような自分たちで行うというよりかは、TA が用意したものをみんなで観

察するといった感じだった。講義内容としては、イスラムが多い国ということで、イスラム教のと殺方

法を学ぶことができた。 

 Milk Science and Technology は座学では牛乳の殺菌方法、チーズの種類や製造法について学んだ。

実験では、自分たちでヨーグルトやアイスを作り、pH やオーバーランの値について調べた。 

 Post Harvest and Milk Industry は牛乳の搾乳から販売までの流れを学んだ。先生が補助教材をくれ

たため、勉強がしやすかった。実習ではヤギ農場に行き、そこで搾乳したものを殺菌し、製品化し、自

分たちで販売した。 

 Principles of Fish Technology は漁業について広く浅く学んだ。前半の先生はグループワークなどが

多く、現地の学生と協力して活動することが多かった。魚のさばき方や部位、廃棄部分の再利用法など

を学んだ。 

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）  

 先生には初めて会ったときに挨拶をして、授業資料をもらえるよう交渉した。しかしたまに、なかな

か授業資料をくれない先生もいて、そういう先生には何回も催促したりした。先生の中には、大事なこ

とをインドネシア語で説明し、それをテストに出すといった先生もおり、これは現地の学生に聞かな

きゃ分からないことだったため、もっと積極的に同じ授業を取っている学生にコンタクトを取ればよ

かったと思った。レポートが手書きでとても時間がかかったため、もっと計画的に行えばよかったと

思った。実験は、教授たちはほぼノータッチで、学生が主体で行っているため、連絡が取りやすく、レ

ポートの分からないところは連絡して聞いたりした。 

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）  

 インドネシアの学生はとてもフレンドリーで、困ったことがあると積極的に助けてくれた。その積

極性は自分にはなかったもので、学ばなきゃいけないなと思った。また、インドネシアはイスラム教が

ほとんどだが、たまにいるキリスト教やヒンドゥー教の人もお互いを受け入れあっていて、差別など

がなく、とてもいい国だなと思った。インドネシアは困っている人を助けることが当たり前で、貧しそ

うな人でも笑顔が絶えないイメージになった。また、インドネシアは時間にルーズで、時間がおしてい

くことは当たり前だが、それを誰も責めようとしない温厚な人が日本より多いと感じた。 

  



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）  

 インドネシアの学生は何事にも積極的に参加し、自分たちで解決しようとする力が、私にはなかっ

たもので、インドネシアの学生を見習い、自ら積極的に行動し自分が持っている力で課題を解決でき

るように努めたい。また、英語が苦手そうな学生も頑張って私たちにいろいろ説明しようとしてくれ

て、困っている人を助けようという気持ちが強い国で、私もそれを見習って、海外の人に親切に接した

い。民間企業に就職した際、もしその企業がインドネシアと関りがあったら、インドネシアにはとても

お世話になったので、積極的に関わっていきたいと思う。インドネシアは、いろんな宗教の人がいて、

いろんな価値観の人がいるが、それをお互いに尊重し、固定概念にとらわれないといった感じがして、

私もこれからは視野を広げていろんな視点から物事を見つめたいと思った。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

 ガジャマダ大学は日本人留学生が多く、インドネシアの友達と日本人の友達がたくさんできたのが

良かった。また、日本語学科もあるため、日本語ができる学生がたまにいて、困ったときに助けてもら

えた。ガジャマダ大学はとても頭のいい大学のため、つたない英語を話しても理解してくれたし、話す

英語も分かりやすかった。実験・実習は学内だけでなく、いろんなところで実習を行えて、とてもいい

経験になった（泊りがけでいくものもあった）。また、宮崎大学の先生が特別講義を行いに来ていて、

英語の講義ではあるが良い経験になった。ガジャマダ大学のあるジョグジャカルタは世界遺産が近く

に 2 つもあって、留学がより楽しめた。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

 ガジャマダ大学の学生は、みんなとても優しくいい人なので積極的に声をかけてたくさん助けても

らうと良い（いやな顔をするひとはいない）。特別ひどい成績を付けられることはないが、やはり勉強

は多少大変なので、計画的にこまめにやっておくと良い（特にレポート）。たまにいきなり休講になっ

たり、教室変更になったりするので、頑張って柔軟に対応できるとよい。日本人コミュニティがありそ

れに参加できると留学がもっと楽しくなると思う。ジョグジャは割と都市なので何でもそろって、生

活するのには快適である。 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 

 

 

 


