
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～2020年 1月 

派遣大学名 ジェンデラル・スディルマ

ン大学 

所属学部等 農学部 

 

●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） 

Indonesian Food Fermentation 

Technology 

TPP1537 2 先生に言えば、実験もできる。インドネシアの発酵

食品の作り方を学ぶ。 

Food Packaging TPP1538 2 前半の授業に重要なことが詰め込まれる。 

Processing Technology of Coconut 

Product 

TPP1536 2 ココナッツについて学ぶが、後半はほとんどがココ

ナッツシュガーについて。 

Indonesian Local Food Processing 

Technology 

TPP1535 2 インドネシアの伝統料理について浅く広く学ぶ。 

 

●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 

08:00        

09:00  09：15～

10：55 

TPP1536 

     

10:00       

11:00       

12:00        

13:00     13：00～

14：30 

インドネシ

ア語（単位

にはならな

い） 

  

14:00       

15:00 15：35～

17：15 

TPP1535 

 15：35～

17：15 

TPP1538 

15：35～

17：15 

TPP1537 

  

16:00     

17:00     

集中講義等 ⚫ 各授業で数回ずつ校外学習や実験があり、その時々で日程は変更する。 

⚫ 金曜日のインドネシア語の授業は農学部ではなく、国際交流課(IRO)で受講する。単

位にはならない。 

  



●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）：レポートやプレゼンテーションは準備期間が 1 週間ないことが

多々あった。後半(12 月)にレポートやプレゼンテーションが立て込むことが多かった。 

 

●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 

 ○    

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）： 

現地に日本人学生はいません。茨城大学から留学した私たちだけでした。 

現地の先生方は忙しいらしくサポートは十分とは言い切れませんが、その分現地の学生が助けてくれ

ました。しかし、彼女たちもとても忙しそうに見えたので、自分たちだけで動くことも考えておくべき

だと思いました。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

 伝統料理では主にテンペやムンドワンなどの食品の名前と原料、インドネシアのローカルマーケットを訪問し売られ

ている食材や日本との違いを知った。プルウォケルトと他の地域との違いも知ることができた。インドネシアの食材や

お菓子の試食もさせてくれた。パイナップル商品を作るお店にも訪問した。 

 発酵食品では食品の名前と作り方・日本の食品との比較をした。実験を行うことでさらに理解を深めることができた。 

 ココナッツの製品についての授業ではココナッツの木の種類や栽培方法・ココナッツシュガーの種類や作り方を学ん

だ。校外学習で大学から車で 1 時間ほどのところにあるココナッツシュガーを作るお宅を訪問し、実際にココナッツシ

ュガーを作る工程の観察・体験を行った。においや色の変化は授業だけでは理解が不十分だったため、実際に体験する

ことでより深く理解した。 

 パッケージの授業では実際に売っている食品の包装やインドネシアでの包装の仕方・包装の役割や種類について学ん

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）  

 分からないことは先生、現地の学生に聞いた。特に、レポートやプレゼンテーションの作成方法、ま

とめ方は私たちと大きく異なっていたので注意が必要。 

 校外学習は普段の授業と違う日時に行われることが多く、その日程は前日の夜に知らされることが

あるため、定期的に先生やクラスメートに確認しておくことが大切だった。任せきりにせず、自分から

確認することが必要だった。 

 日本のことを質問されることが多かったが、あまり答えられず、日本について知らないことが多す

ぎた。テンペは納豆と比較されることが多かったが、手作りされることが多いテンペと比べて納豆は

売られているため、作り方は知らなかった。自分自身、納豆があまり好きではなかったため、納豆の種

類であえも詳しく説明することができなかった。味噌やしょうゆについてもインドネシアで調べて知

ることが多かった。 

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）  

 多文化の現実を知った。日本にいるときは外国人がいる・話したことがあるというだけで満足していたが、ムスリム

とカトリックの多いインドネシアに留学したことで、多文化共生ということを実感した。町中に礼拝所や教会があり、

レストランにはトイレと礼拝室、食品にはハラルフードであることを表す緑色のマークがついていたり、クリスマスが

休日であったりと多文化を受け入れる体制であった。 

 また、時間に対する意識の差、価値観の違いも感じた。日本人は集合時間に遅れないように、5 分前行動というのが

常識になっているが、インドネシア人はぎりぎりに到着する。物価の違いにより、価値観の違いも大きく感じた。 

  



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）  

留学中に自分自身について新たに知ること、気付くことが多かったため、改善できるところはできる

だけ直し、直らない短所はなるべく弱めたいと思います。その反対に、長所や日本人の友人・インドネ

シアのクラスメートに言われた個性は強くしたいです。 

日本人とインドネシア人との性格や意識の違いは、インドネシア人だけに言えることではないと思う

ため、海外の方と接する機会では留学でのことを思い出して接し方を考えたいと思います。 

日本に関する知らないことが多かったと感じているため、納豆やしょうゆなどの食に関することだけ

でなく、文化やアイドル、漫画についても詳しくなりたいと思いました。日本語も、違いなどを聞かれ

たときに正しいことを分かりやすく伝えられるようになりたいです。日本の料理も、料理が苦手です

が、日本のことを知るためにも挑戦したいと思います。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

ジェンデラル・スディルマン大学はプルウォケルトにあり、旅行などでは絶対に行こうとは思わなか

った場所なのでこの機会に行くことができた。ジャカルタ、ジョグジャカルタは行くこともあるかも

知れないが、プルウォケルトは電車に乗る必要があるため、難しいと思う。 

各クラスの生徒数が 10 人未満で先生への質問もしやすく、他のクラスメートとの交流もしやすかっ

た。先生と学生の距離が近いと助けられることも多い。 

茨城大学で受けている授業と内容が同じ授業はなかったので貴重。 

授業の時間はほとんどが午後。 

金曜日は授業がなかったため、インドネシア語の授業がないときは 3連休になる。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

授業予定は定期的に確認しておくべきだと思います。変更があっても、教えてくれなかったからです。 

寮は入れないと思って、とても早いうちからアパートを調べたり取っておくほうがいいと思います。

すむことになったアパートが私にとっては過酷なアパートだったので。 

微妙なアパートしかとれなかったら、先生や現地の子に聞いてホテルに移るのもいいと思います。そ

のほうが総合的に考えて安いこともあります。 

電車のチケットに関して、自分たちで取るのが難しかったら、現地の先生に頼むのも仕方がないと思

います。 

先生は忙しいらしく、あんまり頼れません。現地の学生も忙しそうで、自分たちで動くことが多かった

です。 

土日にも行事があることもあり、授業以外にも IRO（国際交流課）や人文学部の日本語コースとの交流

も少しありました。 

  



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～１月 

派遣大学名 ジェンデラルスディルマン

大学 

所属学部等 農学部食生命学科 

 

●履修科目 

科目名 コード 単位数 難易度（簡易な自由記述） 

Processing Technology of Coconut Product TPP1536 2 実験があって楽しい 

Indonesian Food Fermentation Technology TPP1537 2 この中では難しいほう 

Food Packaging TPP1538 2 講義がうまい先生で楽しい 

Indonesian Local Food Processing 

Technology 

TPP1535 2 難易度は低くて料理の紹介レベルの内

容 

 

●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 自由 自由 自由 自由 自由 自由 

 

たまに留学生のコミ

ュニティで近くの観

光地や村に行くプロ

グラムがある。 

08:00 

09:15 講義 

Coconut 

product 

10:55 

11:00 自由 

12:00 

13:00 インドネシア

語講座 14:00 

15:00 自由 

15:35 講義 

Local food 

講義 

Food 

packaging 

講義 

Fermentation 

food 

17:15 

18:00 自由 自由 自由 

集 中

講 義

等 

Basic local food (時間は覚えていないですが朝 7~８時からの field trip が３回あります) 

Coconut food(こちらがやってみたいといえば放課後にココナッツオイルなどの実験をしてもらえる) 

Food packaging(パッケージの専門店への field trip が一回ありました) 

Fermentation food(発酵食品を作る実験が２回ありました) 



●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）： 

レポートやプレゼンテーションの課題は早くて１週間前、最も遅くて前日の午後に告知されます。 

インドネシアのレポートは論文を読んでそのレビューをしなさいという課題が多いですが、コピペは

しても良いらしいです（多分）。インドネシアの学生は１，２時間くらいでほぼタイピングせずにレポ

ートを仕上げていました。 

 

●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）： 

着いて一週間はおなかが緩くなります。 

明らかにおかしいときは怖がらずにすぐ病院に行った方がいいです。 

近くのキリスト教の病院には５日間入院しましたが、私にとってはほぼ日本と同じくらいの設備に見

えました。 

  



授業で学んだ専門的な内容について（ 400 字程度）  

Local food: 

 生物・化学的な内容は少なくて、地域の食品を考えたり、その製法を勉強するというのが主な内容 

でした。 

 ３回ほど課外学習で現地のお菓子やフルーツを生産している場所へ見学に行かせてもらえた。 

あまり日本で活かせる内容では無いと思いますが楽しかったです。 

Coconut products: 

日本ではあまりなじみの無いココナッツについてそこから作られる製品について学びました。ココナ

ッツ砂糖、オイル、ミルクの成分、特徴、製法について学びました。ココナッツ砂糖は特に印象深く、

風味が良いこと、低 GI であること、ミネラルが豊富であることから、とても良い砂糖だと思いまし

た。 

Food packaging: 

最先端の smart packaging から昔ながらの植物を使った包装などの特性を学びました。 

Fermentation food: 

インドネシアは発酵食品がかなり多く日本の発酵食品と似たものもたくさんあることがわかりまし

た。それらの栄養成分、製法、発酵を進める菌について学びました。 

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）  

テストの内容は易しめに考慮されていますが、全て記述式で日本との違いを感じました。 

ノートを取るときにわからない単語を横にメモをしておいて後で単語を調べた。 

授業中発言を求められることが多かったけれどあまり発言できなかった。 

特に fermentation の講義で日本の味噌、醤油、納豆、その他日本のことなどについて聞かれることが

多かったがしっかりと答えられないことが多かった。 

インドネシアではプレゼンをすることが多く、現地学生はプレゼンすることに慣れているように見え

た。それに比べて自分たちはメモをガン見しながらプレゼンしていてとても差を感じた。 

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）  

・インドネシアでは通知が遅かったり、時間にルーズであることが多かった。 

通知に関しては受け身にならずに積極的に自分たちから“これはどうなっていますか”としつこく質問

し続けないといけないと思うようになった。 

時間にルーズではあるけれど日本とは違って始まりの時間はルーズだけど終わりの時間については延

長は少なかった。日本は終了の時間に厳しくなるべきだと思った。 

・列に並んでいる時に、前の人との間をあけると割込みされる。レジに並んでいるときは次の人は商

品をレジの上に置いて次は自分だと主張した人から対応される。とにかく自己主張が大事だと思った。 

・宗教に関しては決まった時間にお祈りをすること以外あまり日本との差を感じることは意外と少な

かった。 

・文化、常識の違いはあるけれど、根本的には日本とそんなに変わらないと思った。 



 

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）  

海外出張ならいいけれど海外赴任は覚悟が必要だと思った。 

将来旅行に行くとき英語ができなくてもグーグル翻訳があれば大丈夫だとわかったから海外旅行に行

くハードルが下がった。 

インドネシアの人と何かするときは確認を定期的にしておくこと、連絡するときは何日前にしてくだ

さいと言っておくことが大事だと思った。 

日本が一番住みやすく無理に海外旅行に行く必要はないと思った。 

海外に行ったら歴史のあるところか、自然にできたところに行くべきだと思った。 

 

今回の留学でリスニング力と外国語で書かれたメニュー表などに対する読解力が上がったのでトイッ

クでの点数に活かしたいです。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

先生に日本語ができる人が何人かいて授業もとてもやさしく気を使ってくれます。 

留学生のコミュニティが色々企画してくれて観光地巡りや様々な体験をさせてくれます。 

特に、着いた最初の週にあった summer camp が面白かったです。 

ジャカルタやジョグジャカルタに比べて物価が安くて渋滞も少ないです。 

 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

英語の勉強、インドネシア語の勉強をすること。 

部屋が借りにくいので男女どちらかだけで来ること。 

Wifi は部屋にひかなくても近くのカフェで PC 使ったり、テザリングで対応できる。 

現地の子とたくさん話すこと。映画が安くて 400 円くらいでみられるのでお勧め。 

インドネシアの食べ物で一番好きなのは果物でした。色々種類があるので食べ比べると面白いです。

料理はおいしいですが癖があるのと、外食ばかりだと脂っこかったり野菜があまり取れません。野菜

を取れないので生の果物をお勧めします。 

とても時間があまるので留学以外にも何か目標を作ってその為の準備をするといいと思います。（公務

員勉強用のテキストとか）。 



 

 

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～１月 

派遣大学名 ジェンデラル・スディルマ

ン大学 

所属学部等 農学部国際食産業科学学科 

 

●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） 

Indonesian local Food processing 

technology 

TPP1535 2 前半は学習内容が多く、後半はフィールドトリップ

やプレゼンが多い。復習を余裕をもって行えば大丈

夫 

Processing technology of coconut 

products 

TPP1536 2 前半にココナッツの栽培に関する講義が含まれ、こ

の内容が難しい為、復習が大切。 

Indonesian food fermentation 

technology 

TPP1537 2 全体的に内容が一番多い気がする。またプ

レゼン内容が難しい。 

Food packaging TPP1538 2 レポートの数が一番多い、インドネシアの

包装に関する法律、社会的な問題について

の講義は難しいので復習が必要。 

    

 

●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        

09:15  Coconut 

food 

     

10:00       

11:50       

12:00        

13:00     Indonesian 

language 

  

14:30       

15:35 Local food  Food 

packaging 

Fermented 

food 

   

16:00     

17:10     

18:00        

19:00        



集 中 講 義

等 

Local food  

10/6 7:30~12:00 local market  

11/18 7:30~12:00 local pineapple factory  

                              Purbalingga  

 Coconut products  

Experiment 26/11 9:00~ 

 

Local farmer trip(coconut sugar)12/510:00~ 

food packaging  

field trip 10/31 9:00~ 

 

Fermented food class 

practice  

12/4てんぺ 15:30~ 

12/5てんぺ実食 18:00~ 

12/10実習 15:30~ 

12/12 tape peuyeum 実食 18:00~ 

 

  



●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）： 

 

●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）  

まず local food と fermented food の講義からインドネシアの発酵食品(豆類、魚類、乳、野菜•果物)の

種類とその作り方のプロセス、またそのうち tempei,peuyeum,tape の加工実習を行い作り方と製品を

作る上での注意点などを学んだ。その他、フィールドトリップとして地元の市場やお菓子

（DODOLjenang）などの製造現場の見学、バイナップル製品工場の見学を行うことで日本の市場との

違いやインドネシアのローカルな食品についての知識を付けた。 

Coconut products の授業ではココナッツの栽培からココナッツシュガー、ミルク、オイルの特徴や製

品の製造プロセスの他、ココナッツオイルは精製実験を行い実際にココナッツオイルをココナッツか

ら抽出する方法を学んだ。 

Food packaging の講義では食品包装の種類と役割、課題について、また実際に地元のパッケージング

の工場見学を行い、プルウォケルトにおける食品包装の実態について学んだ。 

 

 

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）  

海外の大学の講義では専門的な内容を英語で行うため、講義中においてかなりの頻度でわからない単

語が出てきました。それを講義中即座に調べられるようにスマホで辞書を開いておくことで少しでも

授業の理解が早く進むようにしました。また私の R の発音が悪く時々英語で伝えたいことが伝わらな

いことがあった為、R の発音（インドネシアの人は R の発音は巻き舌で行う）はあらかじめ習得して

おくべきだったと感じました。茨城大学の英語の講義では通じていた英語が現地の人や英語圏の留学

生に伝わらず、かつ聞き取れなかった為予め翻訳機能を用いたすぴスピーキングの練習、リスニング

を 1.5 倍速で出来る能力が足りなかったと感じた。 

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）  

実際に 4 か月半インドネシアに滞在して得られたことは大きく分けて、インドネシア人の気質、イン

ドネシアの生活環境、食文化の違いが挙げられる。まずインドネシアの人たちは全体的に穏やかな人

が多く、日本人よりも自分の感情に素直であるように感じた。それもあるのか時間にはルーズで、一方

で礼拝はきっちりと行う誠実さもあると言う所の面白さもあった。次に生活環境については予め記事

などで何となく想像はついていたが、日本に比べてバイクが多く野焼きしている所も多いことから全

体的に空気が日本よりも悪く感じた。一般的にごみ箱は整備されておらず、野焼き用のフライパンが

置かれていた事は衝撃的だった。最後に、食は想像よりも甘く、油っぽいものが多く食生活もそのよう

なものが多い印象を受けた。一方で、実際に地元の栄養士さんから食生活の見直しが行われつつある

ことも教えていただいた。 

 

  



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）  

留学を通して学んだこととして大きく２つ挙げられる。１つ目は様々な所に自分を連れていくことの

大切さである。日本でも色々な物場所に行くこともよい経験になるが、自分がマイノリティになる環

境に身を置いたこと、また様々な国の留学生に囲まれたことで自分のアイデンティティは何なのかな

どと客観的に自分自身を見ることができた。また外国人をみる人の目というのを肌で感じ外国人に対

する接し方や振る舞い型の大切さを学んだ為、日本に来た外国人との交流の際には気兼ねなく話しや

すい環境、雰囲気作りを意識していきたい。2 つ目は自国の食文化と他国の食文化を知ることの大切さ

である。実際にインドネシアの食文化に長期間触れることでそれの良さや悪さと母国の食文化との違

いをより意識するようになった。そのため今後はハラルフードを初め、他の国の食文化に関する情報

を集め実際に訪れることを目標にする。 

派遣先大学で特に良かった点（ 300 字程度）  

良かった点は４つある。 

まず茨城のような田舎の環境であった為、自然が多く住みやすいだけでなく人も話しかけてくれたり

と居心地はジャカルタ、ジョグジャカルタに比べてよかった。 

次にインドネシア語教室があるということである。毎週金曜日に他の留学生と共に学習することはと

ても有意義であった。 

そして IRO による留学生間の交流が多いところも挙げられる。それはカザフスタンやインド、タイ、

マレーシア、マダガスカル、スーダンなどからの留学生たちとの泊りがけのキャンプや観光などで、そ

れを通じて学べたことは多かった。 

最後に大学の先生達との距離感の近さも接しやすく要望を親身に聞いてくれた事もよかった所でし

た。 

同じ大学へ行く後輩へのアドバイス（ 300 字程度）  

インドネシアは他の留学先に比べると衛生環境や住宅環境は悪いかもしれませんが、だからこそ得ら

れるものは多いと自負しております。薬などの道具の準備はもちろん、英語や自国の食文化に関して

予め調べたり、実際に食べておくとよりインドネシアの食との違いが理解できると思います！ 

まだ留学生の受け入れに先生方も慣れてはいませんが、その分親身になってくれるので安心してくだ

さい。何かを学ぼうというつもりで色々経験してみてください、応援してます！ 

  



留学の様子がわかる写真（画像２枚程度）  

 



 

 


