
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 マレーシア 派遣期間 2019 年９月～2020 年 10 月 

派遣大学名 マレーシア国民大学 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） 

Food Law, Quality and Safety STKM3022 2 スライドの量が多い。テストでは割と細か

いところまで聞かれるので、丁寧な勉強が

必要。 

Management of Halal Food STKM3222 2 授業を真面目に聞いていれば大丈夫。 

Food Product Development STKM3113 3 授業を真面目に聞いていれば大丈夫。 

 

●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   Management 

of Halal 

Food 

    

11:00       

12:00        

13:00        

14:00    Food Law, 

Quality 

and Safety 

Food 

Product 

Development 

  

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 

 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）： 

 

●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）  

ハラルに関する用語（ハラル、ハラム、ナジスなど）の定義。どんな食品がハラルまたはハラムなの

か。どんな行為がハラルコントロールシステムのために重要なのか。GMP や HACCP などの工場の衛

生管理、危害分析について。（工場のレイアウト、壁や床など製造ラインに適した素材、従業員の身だ

しなみや衛生管理、定期的な衛生管理に関する指導、清掃の手順など）食品に関するマレーシアの規

則、罰則について（Food Act, Food Regulation）。商品開発の過程について（新商品のアイディア、マ

ーケティング、商品の開発、パッケージングなど）。 

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）  

スライドは後に ifolio(茨城大学でいうドリームキャンパスのようなサイト)にあげてもらえるので、ス

ライドの内容をメモするのではなく教授の話に耳を傾けながらスライドを見て内容を理解すること、

授業についていくことに集中しました。スライドにない解説や面白いと思った知識（雑談の内容）だけ

ノートにメモしました。いまいちよくわからなかった解説について、わかった単語だけでもメモして

おとくと、後にテスト勉強の助けになることがあります。ほとんどのテストが記述なので、もっと単語

のスペルを確認し記述問題対策をするべきでした。 

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）  

マレーシア人にはムスリム、インド系、中華系またはクリスチャンなど様々な宗教の人がいます。宗教

によって考え方や食べるもの、イベントの日が異なっていますが、授業はみんなで楽しそうに受けて

いますし、多くの人がマレー語と英語を話すことができます。様々な文化を持つ人が一緒の国でお互

いの文化を理解して生活している姿が、日本語しか話せず自国文化へのこだわりが強い日本人とは対

照的でした。そのような、多くの文化の中で生活する寛容さや心遣い、鮮やかさ、賑わいを感じるとと

もに、日本の文化の独特さを実感し、それは日本におけるかけがえのない魅力だと痛感しました。 

  



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）  

留学で得たハラルフードやイスラム教の知識は、グローバル化が進む日本において今後の日常生活で

生かしていきたいと思います。食品の品質管理に関する知識は、HACCP など日本と共通する面も多

くあるので、将来の職場で生かせるのではないかと思います。商品開発を授業で行わせていただけた

ことは、特に将来につながると思いました。アイディアをだしマーケティングするところから、商品を

つくりパッケージングを行うところまで体験させていただけたのは貴重かつ有意義な時間でした。ま

た、マレーシア人は無駄に怒ったり圧力を与えたりすることがありません。就職後、私も遠慮せずにま

わりと意見交換ができるルーズな雰囲気を大切にしたいです。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

日本では学べない内容を学ぶことができ、新鮮で大変興味深い授業であった。交換留学生がたくさん

いるので、様々な国の人と友達になり話すことができる。交換留学生は多いが日本人留学生は少ない

ので日本人とばかり話すことを避けられる。大学内に寮がある。留学担当の先生や学科の先生がユニ

ークでとても優しい。マレーシア人は英語がとても上手なので英語の勉強になる。1 時間 30 分かかる

が、クアラルンプールまで行く交通手段が簡単である。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

英語をとりあえず勉強したほうが良いと思います。英語を話せれば話せるほど、現地の学生をはじめ

他の交換留学生と仲良くなれます。一緒の授業をとっている現地のマレーシア人と仲良くなって連絡

先をもらうと良いです。課題についてわからないことや、先生の英語を聞き取れなかったときに教え

てもらえます。また、現地の学生も日本人と話してみたいと思っているのでこちらから話しかけたら

喜んでくれるはずです。授業数は少ないですが、空いている時間に買い出しや試作をたくさん行った

ので、授業（特に Food Product Development）の正式な授業時間数は超えていると思います。後半に

なるにつれて忙しくなるので時間を上手に使ったほうが良いです。 

  



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 マレーシア 派遣期間 2019 年 9 月～2020 年１月 

派遣大学名 マレーシア国民大学 所属学部等 Science and Technology, Food Science 

 

●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） 

Food Product Development STKM3113 3 訳あって日本人だけで食品の商品開発を行った 

Halal Food Management STKM3222 2 テストが全て記述式であった 

Food Law, Safety and Quality STKM3022 2 中間は易しかったが、期末が難しかった 

    

    

 

●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        

08:00        

09:00        

10:00   STKM3222     

11:00   STKM3222     

12:00        

14:00    STKM3022    

14:30    STKM3022 STKM3113   

15:00    STKM3022 STKM3113   

16:00    STKM3022 STKM3113   

17:30     STKM3113   

18:00        

19:00        

20:00        

集 中 講

義等 

STKM3113 の商品開発として、ココナッツとおからを使用したドーナツを試作、センサリ

ーテストを行ったため、後半の時間割は不定期であった。 

  



●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）：先生の連絡先（Whatapp）を登録していたので、そのアプリ内で

先生に直接質問したり、中間テストや最終テストに出題される内容のヒントを貰ったりすることが出

来た。先生は気さくな方が多く、先生の事情により色々と授業変更が多かったが、その分私たちの予定

にも気を遣ってくださった。基本的に全て英語で講義を行ってくれるが、先生によっては、雑談をマレ

ー語で話すため、みんなが笑っている時に自分たちだけ置いていかれ少し悲しかった。 

 

●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）：マレーシアの水道水で洗顔・歯磨きしても安全であった。シンガ

ポールにマレーシアの水を送っているため、安全性は高いと考えられる。マレーシアの屋台のご飯は比

較的清潔であり、味も日本人好みの味が多かった。マレーシアのコーヒーや紅茶は甘い。マレーシアの

人との夜ご飯の待ち合わせ時間は比較的遅めである(８or９pm)。日本人の看護師が在中する病院がク

アラルンプールに多数あるため、病気にかかった時に安心である。マレーシアの人々にとって１RM は

日本人で言う約 100 円の感覚である（そのことを頭に入れておくと節約かつマレーシアの人々のよう

な暮らしをすることが出来る）。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

ハラルは、シャリア法（イスラム教の教義に基づいた法令）において許されるという意味で、その反対

の禁止される意味を持つのがハラムである。そして、このハラルとハラムの判断が難しく、疑わしいも

のはシュブハとされる。シュブハは禁止されるものではなく避けるべきものとして定義される。ハラ

ムとして主に豚肉・酒類が挙げられるが、それ以外にも、ハラルというものは食品自体に対するだけで

なく、イスラム教の行為に対するものについても定義されているため、ハラル食品だったとしても、そ

れがイスラム教に反した行為でと殺されたり、ナジス（不浄なもの）に接近する行為よって汚染された

りすると、それはハラムとなる。ナジスを含むものはハラムとされ、ナジスは不浄の程度により、三種

類に区分される。犬、豚、その子孫または派生物は程度が重いナジスであり、嘔吐物、血液、アルコー

ル飲料、死肉は中程度のナジスである。そして、程度の軽いナジスは唯一特定されたものであり、母乳

以外飲んでいない二歳以下の男の子の尿のことを指す。マレーシア政府は、製造時に発生する自然発

酵のアルコール成分はナジスではないとしたため、日本の醤油やヤクルトはハラル認証を取得するこ

とが出来た。マレーシアのハラル制度は、ハラル規格 MS1500:2019 に基づいたものとなっており、こ

の規格はムスリム圏において最も明確な内容となっていた。 

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）  

スライドを使用した授業だったため、スライドに沿った進み方であった。そのため、内容があやふやだ

った部分は、その日の授業終わりにマレーシアの友達にスライドを送ってもらい、その内容を英語で 

ひたすら書き綴って、日本語に訳すのではなく英語を英語で理解出来るまで完璧にするように工夫し

た。また、同じ授業を受けているマレーシアの友達を作ることは、スライドを送ってもらうだけでな

く、最終試験の重要な部分を聞くこと、授業変更を速やかに知ることに繋がるため重要だと感じた。反

省点としては、正しい英語の発音を身に着けておくべきだったことである。先生が喋っている内容を

間違った意味で聞き取っていることが多々あった。また同様に、英語で友達と喋っている時、自分の英

語があまりスムーズに聞き取ってもらえないことがあり、別の似た英語を話すと、聞き取ってもらえ

なかった英語を友達が理解してくれて、その発音が違うよと指摘してくれた。正しい英語の発音を身

に着けていないことが授業の理解にも響くため、発音を意識した学習法に改善する。 

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）  

マレーシアは多民族・多宗教国家である。マレー系マレーシア人もいれば、中国系マレー人、インド系

マレー人もいる。そんな多種多様な人々のコミュニケーションとして、マレーシアの公用語は英語と

なっている。公用語が英語だからこそ、どんな時どんな場所でも英語で意思疎通することが出来る。さ

らに、中華系マレー人の友達は、中国語・英語だけでマレー語まで喋れる。その時、私は日本で生きて

いる時に日本語だけで生活していることを恥ずかしく思った。日本という日本語でしか生活しなくて

も良い国は楽なのかもしれないが、もっと視野を広げた生き方を目指したくなった。また、マレーシア

には様々な国から留学生が来ていた（韓国、中国、ドイツ、カザフスタン、タイなど）。そして、みん

なでお茶会や食事会、クリスマス会を一緒に楽しんだ。他の国の文化・言語を色々教えてもらったり、

逆に日本の文化について他の国の人と喋り合ったりすることで、他の国の世界から見た日本について

改めて知ることが出来た。東京五輪が開催されるため日本の国自体のグローバル化は進んでいるが、

日本人の個々としてのグローバル化は他国に比べ、不足しているなと痛感した。 

  



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）  

私はマレーシアを始めとする世界と日本を繋げる人材の一人になりたい。スーパーで売られている日

本の食品には値札の下に、ハラルかハラムかは個人の判断に任せますと言った張り紙が付け加えられ

ている。マレーシアは他の国の文化を取り入れることに積極的だからこそ、日本の食品のハラル認証

を促進させ、もっとムスリムの人々に日本の食品を何の障壁も無く味わってもらいたいと感じた。日

本におけるハラル認証についてもっと学び、私はムスリムと日本の食品を結び付ける仕事に就きたい。

マレーシアのマックで出会った高級ホテル勤務の女性の方は、留学の経験など無いのにも関わらず、

日本人の友達や他の国の友達がいると言っていた。マレーシアの人は自国にいても他の文化を知ろう

とする積極性も持っている。私は日本で暮らしている時、他の国の文化を知ろうとせず、日本にいるか

ら他の国の人と関わることは難しいと思っていた。しかし、どんな国にいても自分から行動を起こせ

ば様々な国の人々・文化に出会うことが出来る。そして、他の国の人々・文化に触れることで自分の視

野・考え方に変化が起こることを実感した。自国の文化・考えを伝承することも重要であるが、人口が

減少する中で新たな働きとして外国人労働者が必要となる。これからの日本を支えていく若者の一人

として他国の人々・文化に積極的に触れる生き方をしていきたい。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

マレーシアの公用語が英語であったこと、さらに、マレーシアの人々は、温厚で心が広いため、私の拙

い英語にも耳を傾けてくれた。どんな国籍・身分の人に対しても優しい。道路に座ってお金を貰ってい

るホームレスの人に対しても、多くのマレーシア人がお金を渡しており、日本人はお金をたくさん持

っているからと言ってだます行為も見受けられなかった。マレーシアの人々の人間性に毎回マレーシ

アはモダンシティであり、交通機関がとても発達している。バス・電車・高速道路に利用することが出

来る IC カードがあり、そのカード一枚で様々な場所に行くことが出来た。また無料バスも運行されて

おり驚いた。マレーシアは様々な国の文化を取り入れることが好む国で、マレー系・中華系・インド系

の料理以外にも、アラブ系・韓国・日本など様々な国の食文化を楽しむことが出来る。この様々な国の

文化を取り入れるところはマレーシアのモスクの建築デザインにも共通して言える。マレーシアのシ

ョッピングモールはイオン系列が多く、トップバリュ商品も充実していた。また、伊勢丹やそごうもあ

るため、日本食に不自由することはない（値段は高い）。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

積極性が重要である。何を取り組むにしても何か自分で動かなければ何も変わらない。誰かがやって

くれるまで待つなんてもったいない。私は一時期、自分の英語力の無さを痛感し、誰とも喋りたくない

なと感じたことがあった。しかし、そんなことでうなだれていても状況は変わらないと感じ、拙い英語

でも良いから行動を起こさないと思い、マレーシアの友達をご飯に誘い、頑張って会話を続けた。その

おかげで、友達の友達を紹介されるなどたくさんの出会いをし、たくさんの友達を作ることが出来た。

そして授業の理解も向上しているように感じられた。英語が上手い下手は関係ない。マレーシアの人々

はこの人英語が出来ないから喋るのが面倒くさいなどとは思わずに誰に対しても平等に対応してくれ

る。自分のプライドを捨てて、自分のやりたいように自分がしたいように行動するべきだと感じた。 

私たちは日本の伝統的な服・芸など何も持って行かず、口で伝えることしか出来なかったので、マレー

シアの人々をぜひ日本の伝統文化で楽しませて下さい。 

  



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 マレーシア 派遣期間 2019 年 9 月～1 月 

派遣大学名 UNIVERSITI KEBANGSAAN 

MALAYSIA(UKM) 大学 

所属学部等 理工学部 

 

●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） 

Food Product Development STKM3113 3 授業内容をしっかり復習すれば大丈夫 

Food Quality, Safety and Regulation STKM3022 2 現地学生が苦労するくらいテストが難しい 

Halal Food Management STKM3222 2 復習をしっかりすること。テストはすべて記述式。 

 

●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   Halal Food Management     

11:00   Halal Food Management 

(10:00~12:00) 

    

12:00        

13:00        

14:00    Food Quality, Safety and Regulation     

14:30    Food Quality, Safety and Regulation Food Product 

Development 

  

15:00    Food Quality, Safety and Regulation 

(14:00~16:00) 

Food Product 

Development 

  

16:00     Food Product 

Development 

  

17:00     Food Product 

Development 

(14:30~17:30) 

  

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）：基本的には英語で一通り授業が行われるが、教員によってはマレ

ー語混じりの英語を話すことがある。事前にある程度、マレー語の基本単語を覚えておくと良いかもし

れない。 

 

●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）： 現地の教員との連絡は「whatsapp」を使うことが多いので、必ず

インストールしておくこと。授業時間変更のアナウンスや資料のアップロードは iFolio（茨大のポータ

ルシステムのようなもの）で行われるが、教員が現地学生に直接連絡している場合もあるようなので、

現地学生とも連絡先を交換しておくのが望ましい（iFolio は上手く機能しないことがあるので、各教員

に直接連絡できるようにしておくべき）。 

 

 

 



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

 私が派遣先大学で受講した講義は食品製造のマネジメントや食品開発に関連するもので、どれもア

ウトプットを重視した非常に実践的な内容だったと思います。マレーシアやインドネシアのような、

イスラム圏で食品を製造、販売する際、注意しなくてはならないことをかなり詳しく学ぶことができ

ました。 

食品の安全管理について扱った講義では、施設の設計指針や流通、社員の教育まで食品の製造に関

わるあらゆる分野を網羅的に学習し、マレーシアの食品業界に対する理解を深めることができました。 

ハラール食品のマネジメントに関する授業では、どのような食品がイスラムでは認められるのか、

管理上の問題点はなにか、などイスラム教に則った食品マネジメントを一から学ぶことができました。

宗教が産業に深く関わるような場合、どのような点に注目し、何が大きな問題となるかが理解できた

と思います。 

食品の製造開発をテーマとした講座では、講義と実習を通してかなり本格的な食品開発を学ばせて

いただきました。基本的な食品開発の考え方やマーケティング、さらに開発した製品をどう評価する

かなど、実際に自分たちで食品を作りながら手広く学ぶことができました。 

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

 海外の授業を履修するにあたっては留学先の教員の方が提案してくれた授業を履修することにした

ので、あまり工夫した点はありません。ただ、マレーシアで授業を履修する際には事前に担当教員に話

を通さないと英語開講にならないと思われるので、今回留学先の教員の方に授業の調整をお願いした

のは結果的に良かったと思います。履修した講座も必要最低限でしたが英語ですべて内容を理解する

のはやはり難しく、どの講座も多くの時間を費やす必要があったため、講座の数も私には適切だった

と思います。 

反省点としては、日本では中々学べないようなマレーシアの文化や伝統を扱った授業は履修してみ

てもよかったのではないかと思っています。シラット（東南アジアで盛んな武術）の授業は見学しまし

たが、留学生も数人混ざっていましたし、せっかくなのでそのほかの授業についても考慮してみたほ

うが良かったかもしれません。 

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）  

 海外に長期滞在するのは初めてで、最初は文化や価値観の違いにとても驚きました。マレーシア国

立大学には東南アジアからだけでなく、中国や韓国、西アジア諸国、ヨーロッパやオーストラリアな

ど、様々な国から留学生が訪れるので、彼らとの交流を通して多様な価値観、知見に触れることができ

ました。そのおかげもあってか、留学する前に比べて海外の様々な文化や考え方に対する心構えが変

わったように思います。イスラム教やヒンドゥー教など、特に日本人には馴染みがないような宗教に

関しても、今回の留学を通して理解が深められたと思います。それと同時に、海外の方の価値観を理解

するために、より幅広く様々なことを学び、十分な教養を身につける必要があると感じました。 

  



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）  

私は今回の留学での経験をこれからの学習、進路設計に活かしていきたいと考えています。マレー

シアに留学する理由の一つに自身の英語力を向上させたいと思い、実際ある程度は向上したように思

います。しかしながら、英語で自由にコミュニケーションを行えるほどのレベルには至らず、自身の勉

強不足を痛感致しました。今回の留学のおかげで自分の英語力が嫌なくらいに理解できたので、留学

後もこの経験を活かして英語の学習を続けていきたいと考えています。 

 また、これからの進路についても将来の就活、あるいは自身のキャリア設計の中で海外での勤務を

視野に入れて考えたいと思っています。その際には、必ず今回の留学で得た知識・経験を活かすことが

できると思っています。国内、国外といった枠組みにとらわれずに自身のキャリアを考えることが、も

しかすると近い将来に必要になるかもしれません。具体的には今回の経験をもとに一層の努力をする

に限ると思いますが、自分の将来の決断に留学経験が活かされることは断言できます。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

 学校内の施設が充実していたので、生活に関してあまり不自由を感じることがないのが良かったで

す。私が滞在した寮にはエアコンが備え付けてあるので、かなり気温が高い日であっても快適に過ご

せましたし、何より体調がすぐれない時にとても助かりました。食堂も大学の各所でほぼ毎日利用で

きますし、24 時間営業のカフェなどもあるのでとても便利でした。私は利用しませんでしたが、図書

館には 24 時間利用できる自習スペースもあるので学習環境もよく整えられていたと思います。UKM

は留学生が多く、留学生へのバックアップ体制がきちんと整っているので初めての留学でもあまり不

自由なく過ごせるのではないかと思います。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

 私たちは UKM に派遣される初めての学生で、最初はわからないことだらけでしたが、とても楽し

い留学生活を送ることができました。皆さんの中には留学に不安を感じている方もいるかもしれませ

んが、心配せずともきっと楽しく過ごせると思います。 

 大学の環境も整っていますし、何より出会う人たちがみな親切です。困ったときはいつでも相談に

のって手を貸してくれます。現地学生はとてもフレンドリーですし、担当職員の方も丁寧に対応して

くれます。何なら職員が留学生を旅行に誘うこともあるぐらいです。留学生も様々な国からきている

ので、彼らとの交流もとても楽しい時間になると思います。約 4 ヶ月間、長いようであっという間に

終わります！ぜひ楽しんできてください！ 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

1．Batu Caves(バトゥケイブ）見学の際に撮影した集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．プレゼン後に撮影した記念写真 

 

 


