
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自分を成長させるきっかけになりました。日本で

は周りの人たちに甘えていたりしていましたが、 
現地では自分でやらなければならないことがたくさ

んあり、だいぶ成長したと思います。 

 先生が最高でした！人生であの 2人の先生に出会

えることができて本当に良かったと思います！ 

  

 この留学は「自立するための 1歩」だったと思い

ます。自分の親だったら、知らないうちに気を使っ

て助けてくれているところがたくさんあるんですよ

ね。朝起こしてくれたり、洗濯物が片付いていた

り、適度に話しかけてくれたり、逆に放っておいて

くれたり。でもﾎｰﾑｽﾃｲだとそうはいきません。今ま

でどれだけ自分が甘えていたのかがよく分かりまし

た。ただ、学校とﾎｰﾑｽﾃｲ先以外の選択肢を作らない

と、みんなと同じになってしまうので、そこがとて

も大切だと思います。 

 

 留学前は「言語と文化を学び、世界を見たい」と

いう漠然とした目標でしたが、現地について人に騙

されそうになったり、言葉が聞き取れず先が不安で

した。でも学校が始まると他国の学生と触れ合うよ

うになって、身近な友達としてとても大切な存在と

なりました。このことで私の目標は変わり「中国・

韓国・ﾛｼｱ・日本をつないでいけるような仕事に就

きたい」と思うようになりました。私にとって今回

の留学は、人生の原点になり、自分をみつめられる

ﾁｬﾝｽだったように思います。 

 

 いろいろなきっかけをくれる体験だった。留学

前は「絶対出来ない」と思っていたことにﾁｬﾚﾝｼﾞ

できるようになったり、多少のトラブルに動揺せ

ず、人前に立つことも平気になった。また、将来

（就職）やりたいと思うことを見つけることがで

きた。 

 留学に向け、準備期間としての 1年間は、お金

を貯めるだけでなく、英語に対する思いを確認す

ることができた良い期間だった。留学前に英語の

基礎力をつけて行ったことで回避できた問題も多

かったし、自分でｱﾙﾊﾞｲﾄ等で貯めたお金や奨学金

で留学中の費用をやりくりできたので、留学前と

留学中のほぼ全ての問題を自分で解決できたこと

はとても良かった。 

 英語力を上げるだけでなく、異文化を持つ友達

と過ごすことで楽しむことができたと思います。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとることは難しく、苦労したことも

多かったし、悩み過ぎて泣いてしまうこともあっ

たけれど、全てが自分にとって良い経験でした。

自分自身で問題を解決することができ、少し大人

になれた気がします。 

 言葉にはできないくらい、いろいろな経験をし

学んで来ることができた。留学前に自分の家から

4ヶ月も出たこともなく、現地で何も理解できず

話せなかった俺でも、やれば少しは変われると実

感でき、すごく良い体験をした。ただ、これは自

分ひとりではなく、ﾎｽﾄﾍﾟｱﾚﾝﾂ、世界中の友達な

どがいてくれたから生き残れたのだと思う。英語

だけでなく多くの異文化を学ぶことができ、同時

に日本という国を客観的に見れたので多くの発見

ができた。この留学で自分はひと回り成長できた

と思う。これからの目標は、外国人に優しくする

こと！また、積極的に英語を使いさらに成長した

い。 

 この留学は私にとって“Challenge”でした。

ある程度の英語力を持っていたので、あとは実践

するのみという感じでした。この留学を終えて自

分なりに人としてもひと回り大きくなった気がし

ます。帰国する時、お母さんのお母さんからもら

った形見の指輪をお母さんが私にくれ、とても感

動しましました。“大切にされている”と実感し

ました。今でも毎日忘れることなく、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの

ことを考えています。 
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①わたしはﾘｽﾆﾝｸﾞ力だと思います。たくさんの英

単語を知っておくのはもちろん大事だけれど、で

も現地の人と話した時にその単語を知っていて

も聞き取れなかったら意味がないので。それに単

語を覚えるのはこっちにきてからもできま

す！！実際もっと単語の勉強もすべきだったと

いう思いもありますが、こっちにきて１番感じた

のは“何を言ってるかわからない”でした。でも

ゆっくり話してもらうとそれが知っている単語

だったことはたくさんありました。 

 出発前に留学経験のある先輩や先生に何をし

ていけばいいか尋ねたときに“ﾘｽﾆﾝｸﾞ力をあげた

方がいいよ”とよく言われました。 

 こっちに来てその言葉の重要性を改めて感じ

ました。 

 あと、これは勉強とは関係ないことですが、荷

造りは余裕をもってやったほうがいいです(笑) 

②今のところ 50％いくかいかないか・・・って

感じです。他国の友達をつくったり、いろんなと

ころへ行ったりと、異文化を経験する面では達成

できてる部分はたくさんあるけれど、英語を話す

部分がまだ達成しきれていません。でもこのまま

でいいとは絶対思えないというか思いたくない

ので、残り約３ヵ月しかないですけど積極的に英

語に触れていきたいと思います！ 

 

①単語勉強と日常会話の練習をもっとやってお

けばよかったなあって思います(>_<) 

 来る前に英語に触れる機会を増やしておくと

いいと思います＼(^o^)／ 

 あと日本のことを知っておくと良いと思いま

す。 

②30％くらい(._.) 

 まだまだ全然です(>_<)残り３か月一生懸命が

んばります（●＾o＾●） 

 
①やっぱり単語や文法の勉強です。結構、質問の

ときとかなんとなくは質問できるけど、たぶん文

法がぐちゃぐちゃだと思います。 

 あと、ｵｰｽﾄﾗﾘｱのことについて、もっと調べて

おけばよかったと思います。行く前は、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

のｲﾝﾀｰﾈｯﾄが自由に使い放題じゃないとか、USB

が必要とか知らなくて、着いてみてｲﾝﾀｰﾈｯﾄが使

えなくて焦りました。 
 しかも、それが、ﾎｰﾑｼｯｸと、家族に無事ついた

とか伝えたいのに伝えられないとか、いろいろな

事が重なって相当きつかったです。 

 

留学目標！ ＜2010 後期＞ 

現地到着後のアンケート回答 

 出発前の目標を志に、現在 7名全員が現地で頑張っています！ 

  ① 留学前にやっておけば良かったと思うことは何ですか。 

  ② 留学前に書いた目標を今現在何％くらい実行・達成できていると思いますか。 

②まだ、25％くらいです。新たな目標とかも出て

きて、１か月じゃほとんど達成できないです。や

っと今落ち着いてきたんで、これから、達成して

いけそうです。 

 とりあえず、海外の人とたくさん会話するとか、

話を続けるということは、ちょっとずつ実行でき

ています 
 

①特にないですが、想像以上に寒かったので、も

っと温かい服を持ってくるべきだったなと思いま

した。 

②100 って言いたいけど、70％ぐらいかなー 

 
 

①留学前にやっておくことは留学先の文化、習慣、

気候を知っておくことです。英語の勉強なんてし

なくても、嫌でも身につきます。むしろ中途半端

にできたほうが英語の伸びが悪くなる気がしま

す。 

②私に限った話ではまだ０%に近いです。でも、目

標に捕らわれないで留学先で目標を見つけるって

のもいいと思います。なにより世界が広がれば、

新しい考えも生まれてくるものです。 

 
①単語学習・文法学習・やり取りの手順 

②友達を多く作ることには成功しているほうだと

思う。しかし、やはり日本人同士が集まりやすい

傾向があり、本科生である中国人と知り合う機会

が減っている。 

 ｸﾗｽ分けがあり、多くの外国人の人たちと出会う

ことができた。今いるｸﾗｽは外国人が一番多いｸﾗｽ

でもあり、15 カ国の人たちで 30 人程の構成であ

る。 

 会話面については中国人、もしくは現地の本科

生といることにより向上の傾向がみられる。日本

人同士でいるよりも、まず中国語に触れる大切さ

を学べたとおもう。 

 
①中国語の単語の数をもっと勉強して覚えておく

べきだった。自分が思っている以上に知っている

単語の数が少なかったし、相手が喋っている文章

の中で聞き取れる単語は一つぐらいしかなかった

ので、何を言っているのか最初は全く分からなか

った。なので知っている単語の数は多ければ多い

ほどいいと思います。後、英語も勉強すればよか

ったと後悔しています。 

②50％。語学はまだまだだけどそれ以外の目標は

達成できていると思う。 

 



 留学 Newsletter Page 3 of 6 

 

①毎日時間におわれてた日本とは違ってこっち

は時間がゆっくりながれるようなきがします、

だから気が長くなったのかわからないけど、腹

が立つことはほとんどありません。 それから

笑顔が多くなったきがします！今まで人と目が

合ってほほ笑むなどなかったけれど、今はしょ

っちゅうです。それと完全に太りました！ 

②外人と英語で会話すること、外人の友達がで

きたこと、それからいろんなﾊﾟｰﾃｨｰに行ったの

も初めての経験でした。バスにのるために 1時

間くらい待たされることも、今ではよくあるこ

とですが最初はびっくりでした。 

③ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人の友達 

④断然、寿司！！ 韓国ﾚｽﾄﾗﾝで食べたﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ

とﾌﾟﾙｺｷﾞもおいしかったです！ 

 

 

① I don't know exactly what changed 
about me. I think it was that I knew it is 
enjoyable for me to talk English with 
someone, even if I don't know who he is. 
It depends on how I communicate with 
him/her, but I'm enjoying when I'm 
talking English with my classmates or 
teachers. It's what I think something 
about me changed. 
② I've not challenged something new yet, 
but I'm going to do a group activity with 
kids for volunteer on this Friday, October 
1st. That will be what I've never 
challenged. I'm looking forward to it. 
③Words are too short to explain, but who 
affected me the most was my teacher 
from Portugal and classmates from other 
countries. The teacher has studied 
English before and has been a teacher 
here. He would study hard. The 
classmates can't speak English well, but 
better than me. They look enjoying 
talking English with other people. Both 
the teacher and the classmates affected 
me at the point of studying English. 
④ What I ate here was sushi, donburi, 
mexican food, and burgers that we've 
eaten anywhere, but Bobby's meals are 
the most delicious food I've ever eaten 
here. I don't know well of cook, but his 
cook is so delicious. Also, dessert he 
makes is good. His cook is the best. 
 

①何事にもまずはやってみようという「ﾁｬﾚﾝｼﾞ精

神」が身についたかもしれない。 

・自分の意見をまとめる能力がｱﾒﾘｶの授業形体で

身についたかもしれない。 

・とっさに人を助けられる時ができた。 

・少し腹黒くなったかもしれない。 

②・ﾀﾞﾝｽﾚｯｽﾝに通い始めました。 

・ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ 

・ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ 

・ｶﾓたちに餌やり 

③・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱの人達なんですが、いつも笑顔でﾎﾟ

ｼﾞﾃｨﾌﾞで、そんな彼らをネガティブな自分は少し

は見習わなくてはいけないと、影響を受けまし

た。 

・ﾎｽﾄﾌｧｰｻﾞｰと会話してるときによく思うのです

が、もっと「世界に起きていること」や「日本の

こと」を知るべきだ、と影響を受けました。 

④・ﾎｽﾄﾌｧｰｻﾞｰが作るﾒｷｼｶﾝ料理と魚料理（ﾏｼﾞ最高

です） 

 

 

①Before, I couldn't speak English. 
Now, I can speak English a little^^ 
②I tried to make foreign friends! 
③I don't know. 
But, I respect my teacher, host family, and 
foreign friends. 
④Shrimp Fried Rice!!(Chinese food) 
 

 

①特に変わりはないですが、ｱﾒﾘｶ人ッぽくなりま

した。 

 というのも日本では考えられない挨拶をｱﾒﾘｶで

は普通にやっているとことかですかね。 

 あごを右斜めに傾けるかっこつける挨拶とかい

ろいろ覚えてそれが身に付いて Japanese American

になれた気がしました。 

②僕は近くの幼稚園のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をしようと思い

尋ねたのですが英語力がないせいで追い出された

ことですねｗ 

③African Americans ですね。 

 彼らは僕に Ghetto の在り方を詳しく教えてくれ

て最高に楽しく過ごしています。彼らの生き様は

憧れです。 

④やっぱりｱﾒﾘｶなんでﾋﾟｻﾞでしょうか。 

なによりもピザが安いのが最高ですね。 

10 ドル払えばｴﾆｰｻｲｽﾞ、ｴﾆｰﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ、ｴﾆｰなんとか

で自分好みのﾋﾟｻﾞができるのでお勧めですねｗ 

. 

 

アンケート回答  ＜2010 前期・通年＞ 

 

 ①留学前の自分と現在の自分を比べ、変わった点を教えてください。 

 ②留学先で「初めて」挑戦したことは何ですか。 
 ③留学先で出会った「影響を受けた人」は誰ですか。 

 ④留学先で食べた 1 番美味しい食べ物は何ですか。 

①遅刻・欠席の面はかなり変わりました。電車

に乗り遅れないように走るなんて、日本にいた

時では考えられませんでした。 

 あとは、人の家なので色々な気遣い、日本じ

ゃ絶対しなかった掃除機を自分からかけたり、

洗面所をきれいにしたり、家族の分も食器を洗

ったりするようになりました。 

 それから、人と話すとき集中しなきゃと思っ

てその人の目をすごく見るようになったり、道

ですれ違っても目が合えば笑顔で挨拶したり、

色々なことにあまり「恥ずかしい」という気持

ちが減った気がします。 

②すべてです。何をするにも見るにも未知で

す。だから楽しいんだと思います。 

③こっちで初めて話して知ったんですが、久保

くんは本当にすごいと思います。 

 日本人の中で１番頑張っていたと思います

し、１番英語に力を入れてたのがわかりまし

た。 

 そしてこっちの人では、近くにいる人よりも

名前も知らない通りすがりの人の方が優しさを

感じられたり、あとはどの国の友達も自分の国

に誇りを持っていることを知りました。 

④焼肉、寿司、韓国料理… 決められません。

 

 

①留学前の私は、何事も人任せで誰かに頼りっ

ぱなしでしたが、今は少し、自分から行動して

問題を解決できるようになった気がします。 

②掃除、洗濯、料理など自分の身の周りのこと

を毎日やること。 

③同じ ESL に通う、ﾀｲ人の女の子。誰に対して

も優しく、とにかくいつも誰かの助けになるこ

とをしています。わたしもいつも助けてもらっ

ています。自分の損得を考えずに誰かのために

行動できて、だからみんなから愛される彼女に

は、すごく影響を受けています。 

④特にこれといってよくわからないですが、友

達が作ってくれたｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲがおいしかったで

す。 
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①自分では変わったとは思ってません。周りから

見れば違うのかもしれませんが。。。それは日本

に帰った時の楽しみです。 

②reading, summarizing, organizing, 

paraphrasing and writing an article whatever 

I did. 

③ﾎｽﾄﾌｧｰｻﾞｰと担当教員の方々です。 

④ﾎｽﾄﾏｻﾞｰの作るお菓子もなかなかですが、ﾚｽﾄﾗﾝ

で食べたｻﾝﾄﾞｲｯﾁが今の 1 番ですね。 

 

 

①留学してから変わったことは、間違えることを

恐れなくなりました。ｵｰﾂﾄﾗﾘｱに行く前や来て間も

ない頃は、間違えることが恥ずかしく感じ、人前

で積極的にあまり発言しない人でした。しかし、

現在の私は間違えることが怖くないし、間違えて

得ることのほうがたくさんあると学び堂々と間違

えています。 

 また、留学して精神面がうんと強くなったように

感じます。どんなことが起きても負けてたまるか

精神です！(笑) 

②留学先で「初めて」挑戦したことはたくさんあ

りますが、ﾗｸﾛｽを未理さん、現地のｵｰｽﾄﾗﾘｱ人のﾁｰ

ﾑﾒｲﾄたちとできたことです。１つのｽﾎﾟｰﾂを通して

みんなと１つになれたこと、ﾁｰﾑを思いやる気持ち

はどの国も同じでﾁｰﾑﾒｲﾄたちそれぞれがﾗｸﾛｽを楽

しくﾌﾟﾚｲし、私はこの素敵な仲間たちと一緒にﾌﾟﾚ

ｲできてとても幸せです。 

③留学先で出会った「影響を受けた人」はたくさ

んいます。ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽﾞ大学で出会った仲間たちひと

りひとりに素敵な魅力があって毎日私に刺激を与

えてくれています。 

 困ったとき、「私の大切な友達だから」と支え

てくれました。思っていてもなかなか口できない

言葉を素直に、ｽﾄﾚｰﾄに伝えてくれる仲間たちに私

はとても影響を受けています。この子たちように

私も素直に人に伝えられるような人になって帰国

したいです。 

④留学先で食べた１番美味しい食べ物は、ﾎｽﾄﾏｻﾞｰ

の作るご飯です！ﾎｽﾄﾏｻﾞｰは料理が大好きな方でい

ろんなご飯を作ってくれます。どれもとてもおい

しいんです！ 

 また、ｼﾃｨにあるﾀﾋﾟｵｶのｼﾞｭｰｽとﾌﾞｰｽﾄというｼｪｲ

ｸの専門店のお店がお気に入りです。友達と出かけ

る度に飲んでいます。 

 

 

①精神的にﾀﾌになり、時間にﾙｰｽﾞになりました。

留学当初ｽﾄﾚｽや寂しさを感じる事が多々あり、そ

れを克服した今少しﾀﾌになれたと思います。ｱｲﾙﾗﾝ

ﾄﾞではﾊﾞｽを筆頭にどれも時間を守るという意識が

薄く、待ち合わせもとてもおおざっぱです。気づ

いたら自分も 10 分、下手をしたら 30 分程度はた

いしたことないと思うようになってしまいまし

た。 

②寮での 1人暮らしです。今までずっと両親が世

話をしてくれたので、自立する為にも寮を選びま

した。自炊に買い物、洗濯や掃除と何もかも自分

でやりますが、1 人分だとそう大変でもありませ

ん。最初は少しさびしく感じる時もありました

が、ｼｪｱﾒｰﾄもいるし今ではまったく感じません。

自炊は特に楽しくて、様々なﾒﾆｭｰを作っていまし

た。今ではすっかり簡単なものばかりになっちゃ

いましたけど。 

 

 

 

③たくさんいますが、特に影響が強いのはｽﾍﾟｲﾝの

友達です。当初引きこもりｶﾞﾘ勉気味だった自分を

引っ張ってくれて、色々な所へ行きました。彼ら

と一緒にいる内に会話力も上達して、留学が本当

楽しいと思えました。机に向かって勉強するなら

どこでもできるから、今しかできないことを楽し

もうよ。っと、彼らは気づかせてくれました。 

④牛乳です。特に運動後の牛乳はたまらんばい。 

 

 

①変わった点って、自分で比べてわかる事じゃな

いと思います。ほら、理想とか考えて諸々述べた

らある事ない事そう思い込んでしまいそうですか

ら。なので、帰った私と会って皆さんに感じても

らった方が良いのではないでしょうかね？ 

 ああ、でも、留学前より日本語のﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰがな

くなってきました。言葉は使わないと忘れるっ

て、本当なんですね。 

②色々やりましたが、海外旅行じゃないですか

ね。ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ自体が初海外で、そこからｲｷﾞﾘｽ、ﾌﾗﾝ

ｽ…と旅行に行ったのは挑戦でした。慣れて居ない

うえ、知らない所に行くのですから、時々言葉も

通じなかったりしましたし。できたら、また 1人

ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ旅行したいです。 

③「今日まで会った全ての人」です。留学先で、

日本で、大学に入る前で、会った全ての人から影

響を受けています。昔理解できなかった言葉を思

い出して、ここで理解できたり、違う文化に触れ

て、新しい価値観が生まれたり。周りの人に知ら

ない所で何かを与えられて、ふと気がつくと影響

されていて…なので、名前は挙げきれません。 

④ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞではﾐﾙｸﾏｰｹｯﾄのﾁｮｺﾚｰﾄです、種類が豊富

で甘過ぎないのが最高です。ｲｷﾞﾘｽではﾛｲﾔﾙﾐﾙｸﾃｨ

ｰ、ｲﾀﾘｱではｼﾞｪﾗｰﾄ、ﾌﾗﾝｽではｸﾛﾜｯｻﾝが美味しかっ

たです。私は甘いものなら何でも美味しく頂けま

すので、甘いものが１番になります。 

 

 

①英語に自信がついた事です！留学前は英語で何

を言われても聞き取れなかったのと、外人に何て

話しかけたらいいのか分からなかったので、話し

かけるのにとても勇気が要りました。でも今は現

地の学生と２人で１時間以上英語で喋れるように

なりました。お互いの国の話や、趣味の話をした

りするのは楽しいです。何より英語である程度会

話出来るようになった事は私自身が実感した成長

で、６ヶ月間英語を勉強した成果だと思いまし

た。 
②１人で海外旅行に行った事です。 
③私が影響を受けた人は現地で出会った日本人女

性です。初めてその女性に出会った時日本人だと

直ぐに分かりました。初めは戸惑う事が多かった

ので、機会があった時に色々と話してはｱﾄﾞﾊﾞｲｽを

頂いていました。その方は既に英語がﾍﾟﾗﾍﾟﾗでし

たが、海外の大学に入るという目標のために図書

館で勉強をしていたのを良く見かけました。その

姿を見ては私ももっと頑張ろうという気持ちにさ

せられていました。簡単なものでも良いから本を

読むと良い勉強になるよと教えてもらっていたの

で、今は私のﾚﾍﾞﾙにあった小説を読むようにして

います。その女性は既に試験に合格し日本に帰っ

てしまいました。私もその女性の様に目標を達成

して日本に帰れる様、頑張りたいです。 
④ﾎｽﾄﾏｻﾞｰが作った中にﾇｰﾄﾞﾙが入ったｽｰﾌﾟで

す！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①留学に来てから、勉強をするようになった

ことが１番大きい変化だと思います。あと

は、自分で何事もやってみるようになりまし

た。 

②わからないです。でも１人旅行は初めての

挑戦です。 

③ｸﾗｽﾒｲﾄです。ｸﾗｽﾒｲﾄがみんな勉強熱心なの

で、いつも自分も頑張ろうと思います。 

④ﾎｽﾄﾏｻﾞｰの料理です。私のﾎｽﾄﾏｻﾞｰはｷﾞﾘｼｬ

人なので、今まで食べたことのないｷﾞﾘｼｬ料

理を毎日作ってくれます。だからあまり外食

にも行かないです。ｵｰｽﾄﾗﾘｱの料理では、ﾐｰﾄ

ﾊﾟｲはおいしかったです。 

 

 

①積極的になったと思います。でも、ﾈｲﾃｨﾌﾞ

に対してはやっぱり英語力に自信がなくて話

にいけない自分がいます。 

②毎日日記を書くことです。他には特にない

ですけど、ｱﾙﾃｨﾒｯﾄってｽﾎﾟｰﾂを始めたことと

だと思います。 

③英語に関してではないですが、ｱﾙﾃｨﾒｯﾄで

知り合った人がすごいうまくて自分もこんな

風にﾌﾘｽﾋﾞｰを投げられるようになりたいと思

いました。英語に関しては、未里さんの最後

のｽﾋﾟｰﾁとかはかなり影響されたと思いま

す。 

④ｵｰｽﾄﾗﾘｱは比較的においしくないです。料

理のﾒﾆｭｰでおいしいのはないですが肉はおい

しいと思います。やっぱ食べ物は日本が１番

です！！！ 
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①英語が話せるようになったこと、社交的に

なったこと。 

②誰かに料理を作ったこと。 

③ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ！ﾎﾝﾄにいい人で、ﾎｰﾑｽﾃｲを変えて

よかったと思ってます。 

④ﾎｽﾄﾏｻﾞｰのﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ♪売ってるものだとﾌｨｯｼｭ

ｱﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟｽが好きです！！ 

 

①外国に行きたいという気持ちが強くなりま

した。 

②自分から外人に話しかけることです。 

③外人の友達です。 

④ｼｮｳﾛﾝﾎﾟｳです。 

 

①日本の食べ物がいかにおいしいかに気付き

ました。 

②車とﾊﾞｽでの長距離弾丸旅行・・・これはす

ごくいい旅行でしたが、なかなかきつかった

です^^ 

③同じ学校の友達（とくに同年代） 

④韓国人の友達が作ってくれたﾌﾟﾙｺｷﾞ（ﾗｲｽ付

きで） 

 

①自分では特に変わったとは思っていません! 

②留学先で guitar を始めました! 

③特に思い当たりません 

④やっぱり日本食です。  

 

①日本にいたときより自分を強く持つことが

できるようになりました。きっと留学しなか

ったら変わらなかったと思います。 

 留学で変わった点が英語じゃないの？と思

うかもしれませんがこれも留学する上での大

切なことだと思います。 

 もし留学して今自分がやっていることは自

分のためになっているか、本当にこれでいい

のか、後悔しないか考えて行動すると良いと

思います。 

②それは簡単すぎる答えなのですが、日本人

自分だけで周りは日本人じゃない人たちと 

どこか海へ行ったり、他の街に行ったことで

すね。（笑） 

 あとは２、３日 1 人で旅行したことです。 

これは、だいぶ勇気いりますよね。日本で 1

人旅も抵抗あるのに海外だから余計です；で

も友達もできて一生やらないよりやってみて

良かったと思います。 

③それはもちろん出会った友達たちですね。 

留学先で出会った日本人の人たちの意見、他

の国の人たちが考えていること。これって留

学してみてわかることなんですね。これは影

響受けることができ良いことだと思います。 

④ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰが作ったｽﾊﾟｲｼｰなﾌﾗｲﾄﾞﾗｲｽです

ね！当然いつもﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの料理が全部自分の

好みだというわけではないのですが、いつも

普通に美味しいので結構好きです。 

 いつも日本とは全く違う料理が出ます。

時々日本食恋しくなりますが！（笑） 

 

。

①変わったことはとくにありませんが、なんか最

近考え方がﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞになった気がします。 

②挑戦になるかはわからないですが、海外で引っ

越しをしたのはいい経験になりました。 

③影響を受けた人はやはりﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰだと思いま

す。 

④どれも同じくらいなんですが、やはり米を使っ

た料理が出てくるとうれしいです。 

 

①色々な国の人と出会って世界観が変わったとい

うか、国に対する偏見はなくなりました。これは

全員そうだと思いますけど、自分から普通に英語

で話しかけられるようになりました。TV を見て前

より聞き取れるようになったとか、英語力は少し

ずつのびてます。 

②ｽｷｰしました！ 

③未だすごい影響を受けたって人はいないかもし

れません。多分沢山の人から影響をうけてるんだ

と思います。こうゆう考え方もあるんだとか、会

う人会う人みんな新鮮です。 

④NZ の食べ物だと、ﾊﾟﾌﾞﾛﾊﾞっていうｹｰｷがおいし

かったです。 

 

①自分ではあまり分かりませんが、いろいろな事

に自分から挑戦できる勇気が持てるようになりま

した。完璧な英語ではありませんが英語で話す事

に違和感を持つ事もなくなりました。行動力も上

がったと思います。何よりも外国人の友達がいっ

ぱいできました。 

②もちろん外国人の友達と一緒にお昼ご飯を食べ

たり、旅行に行ったりした事です。これは日本に

帰ってから、絶対にいい経験になると思ってま

す。ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ人の友達と一緒にお祈りもしまし

た。しっかり真面目にやりました。夜のｸﾗﾌﾞに行

ってﾈｲﾃｨﾌﾞの人たちとお酒を飲んだり、留学先の

大学のｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙみたいなのにも入って一緒に練習

して大きな試合にも出ました。実は友達とお酒を

飲んだのも留学してからが初めてです。留学して

から沢山初めての事をやりました。 

③同じｺｰｽの生徒たちです。と言ってもまじめにや

ってない生徒もいますが、自分の親の代にあたる

人たちが一緒になって勉強をしたり、会話を して

いると彼らがどれだけ沢山勉強してるかが分かっ

て、自分ももっと頑張らないとって気持ちになり

ます。他の外国人の生徒も結構将来何をやりたい

かなど決まっていて自分も目標を決めてしっかり

頑張らないとって思います。留学してから英語だ

けじゃなく生徒から色々な生き方を学び自分にと

ってとても良い参考になります。つまり答えは生

徒たちです。 

④ﾎｰｷｰﾎﾟｰｷｰｱｲｽｸﾘｰﾑとｸﾞｯﾃﾞｨｸﾞｯﾃﾞｨｱｲｽｸﾘｰﾑです

留学してから１番最初に食べ物で今でも１番好き

です。ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰが作る料理も美味しいのですが、

やっぱり自分は甘いものが好きなのでこれです。

日本に帰ってから食べられなくなるのが本当にい

やです。 

 

①何事にも積極的になり１人で沢山のことが出来

るようになりました。日本にいるときより沢山勉

強するようになりました。精神面が強くなりまし

た。 
②ほとんどの事が私には、初めてです。 
あとは、１人でｱﾒﾘｶの飛行機に乗ったことです。 
③私よりか年下なのに英語がﾍﾟﾗﾍﾟﾗな人です。 
④１番は決められないけど mexican food です。 

初めて挑戦しました！  

 

①違う点はやはり、１番英語の能力の成長をす

ごく実感しています。 
 こっちにくると、ほとんど日本人とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

を取る機会が減り、逆に日本語をしゃべろうと

したときに困惑してしまう自分がいて、びっく

りしています。 
②初めて挑戦したことは、自分でなにもかもや

るということは、日本では経験していなかった

ので、これは今後の人生のためにすごく役立つ

と思います。（例 洗濯、食品などの買い物、

掃除などなど） 
③影響を受けた人は、周りにいる英語のできる

友達たちです。彼ら、彼女らは僕の勉強へ対す

る闘争心を上げさせます。 
 これはとても、自分の勉強にとってﾌﾟﾗｽだと

思います。日本にいて、あまり悔しいなど感じ

たことがなかったので。 
④１番おいしいものは、ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰです。 
こっちに来る前からｼﾞｬﾝｸﾌｰﾄﾞは好きで、こっち

にきて本場のｼﾞｬﾝｸﾌｰﾄﾞを食べることができてと

ても幸せです。 
最近はほとんど毎日、食堂でﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰを食べて

います。 

 

①物の考え方。 

②思いつかない。  

③INTO で働いてるりょうこさん、LEE せんせい 

④ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ、えび、ﾀｲ料理  

 

 

①今までは相手の非だと思っても面倒だと思っ

たときには、なにも言及しないでいたけれど、

今はきちんと言えるようになった気がする。

それから、こちらの人はやはり“否定”の強さ

が日本と違い、全力で否定してきます。最初は

少し、このことに対して戸惑っていたのですが、

最近では慣れてきました。 

②ｶﾇｰ、水たばこ、swing 

③ﾎｽﾄﾌﾞﾗｻﾞｰです 

④funnel cake（さくさくなﾄﾞｰﾅﾂのような生地

の上に大きなｱｲｽがのったｶﾅﾀﾞの名物です。写

真、添付しておきますね） 
 
①まだ自分でわかるくらい変わったと思うこと

はありません。 

②特に思いつかないんですけど、食べ物は初め

て食べるものが多かったりします。 

③他国の友達やﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰからいろいろ影響を受

けてると思います。行動力のめんで特に影響を

受けてます。 

④ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰのおばあちゃんが作ってくれたﾐｰﾄﾎﾞ

ｰﾙです^^ほんとにおいしくてたくさん食べまし

た!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 留学行く前はほんと右も左も上も下も分かりま

せんでしたが、今なら後輩にｱﾄﾞﾊﾞｲｽができるかな

と思います。という訳でここまでの留学生活の中

で感じたことや、ﾘﾑﾘｯｸの事について少しまとめて

みようと思います。※以下、このｺﾒﾝﾄより抜粋 

～夏前は人が少なく、１ｸﾗｽ 10 人以下でした。授

うにｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨがあり、特に

と

ます。あまり新しい映画は置いていないん

っています。現地の人も好きなよう

に来てからよく面倒を見てくれて

たｺﾘｱﾝのおにいちゃんたちがとうとう帰ってし

たときか

うものは何もないと思って

業については、これは完全に先生次第なので何と

も言えませんが私の先生はみな親切で、分かりや

すいです。日本人は他の国と比べるとやはり少数

のようです、夏こそ 10 人ほど来ているようですが

私のｸﾗｽに日本人は誰も来ませんでした。それより

もたくさんのﾖｰﾛｯﾊﾟの人が来るので、夏が本当に

楽しいと思います！それまでが寂しかったんです

けどね・・・。 

 また夏では毎日のよ

私はﾊｰﾘﾝｸﾞが好きで毎週参加してます。またｱｲﾘｯｼ

ｭﾑｰｼﾞｯｸや、日帰り旅行などとても活気溢れます。

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄも日本語が使え、DVD で映画を見るこ

もでき

ですけど。特に不自由を感じることもなく、いい

学校だと思います。ﾘﾑﾘｯｸは田舎です。天気めちゃ

くちゃです。不便です。しかし子供の頃自然に囲

まれて育ったせいか、とても落ち着きます。晴れ

た時の空は本当に澄んでいて広大で吸い込まれそ

うです。 

 寮の周辺も大きな川があり、その横の道が大好

きでたまに走

で、たまに挨拶してくれます。不便というのはｽｰ

ﾊﾟｰがどこも少し離れていて、歩くと往復 40～50

分くらいかかります。ﾎｰﾑｽﾃｲならばこの悩みはな

さそうですが。私は自転車を買ったので、往復 15

分程度になりました、値段も 7千円前後で帰ると

きに売ることができるので、寮に住む人にはｵｽｽﾒ

です。ﾊﾞｽで 15 分程度の中心街は洋服以外の店

は、ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞやﾊﾟﾌﾞ・ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ程度しか印象があ

りません。  

 

 月曜日、ここ

い

まいました。ほんとうの妹のように可愛がってく

れて、いろんなところに連れて行ってくれたり、

週末はよくﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨｰに呼んでくれたり、ｻｯｶｰもた

くさんしました。そんな彼らがいないﾄﾛﾝﾄは 想像

がつかないくらいです。空港まで送りに行って最

後に手作りのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを渡したとき、初めてお兄ち

ゃんたちの涙を見て私も思わず止まらなくなって

しまいました。でも日本と韓国、わたしが帰った

すぐ後に遊びに来てくれると約束してくれたので

笑顔で精一杯手を振りました。 

  木曜日、まいにち一緒だった親友も韓国に帰っ

てしまいました。同い年ではじめてあっ

ら気があって何をするのも一緒だったﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ。

出発前夜のさよならﾊﾟｰﾃｨｰでは最初から泣いてい

た主役と私。授業の関係で空港にいけなかったの

ですが彼女にもまたすぐに会えるのでさよならは

いらないかな。 

 出会いの春は全てのことがｷﾗｷﾗしていて、むしろ

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰの自分には失

いました。出会いがあれば別れがあること、わか

っていたはずだけど、だけど寂しいですね。でも

それ以上に友達というものの良さや人生の価値、

ここに来た目的は英語だけではないということ、

そしてまた新しいｽﾀｰﾄを私に教えてくれたのかも

しれません。 

 編集後記：ここには掲載しきれませんでしたが、日々たくさんの現地レポートが届いています！

  今回の留学 NEWSLETTER は、特に、保護者の方々と現在留学を希望している後輩への素晴らし 

 いメッセージとなることでしょう。また、まもなく通年・後期で留学している学生がぞくぞく帰

 国します。大きく成長したみんなに会えるのが今から楽しみです。     

                       （国際教育センター スタッフ一同）     

定期連絡より～ 現地ﾚﾎﾟｰﾄ！ 
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④おいしいもの……こっちでは韓国料理をよく

食べます。安いというのが第１の理由ですが、

韓国人の人たちとよくいるので必然的にそうな

る気がします。 

 日本料理は高いうえにまずいです。 

 韓国ｽｰﾊﾟｰに日本の食材が売っているので自分

でよく作ります。 

 最後にこっちに来てたしかに帰るまでに英語

がしゃべれるようになりたいと必至です。 

 ただこっちにきて英語以外のことの方がたく

さん学べている、そんな気がします。 

 じゃあ何を学んだのと？いわれるとはっきり

答えられませんが、来る前に大学の先生の谷口

さんに言われた「英語なんてものはおまけ、そ

れ以外のいろんな体験ができればそれがいい留

学だ」という言葉。 

 前は英語の勉強のための留学じゃんとか思っ

ていましたが、今は谷口さんの意見に賛成で

す。もちろん勉強もちゃんとしなければ意味が

無いと思いますが、世界にはこんな考えを持っ

てる人がいるんだなど様々な発見ができると思

います。 

 時には楽しく、時には苦しく。いろんなこと

がありすごくいろんなものが成長できて 

いる気がします。 

 

①私の場合、以前よりもだいぶﾀﾌになったよう

な気がします！！こっちで悩むことはもちろん

何度もあったんですけれど、それを経て少しの

ことでは動じなくなりましたし、何事もﾎﾟｼﾞﾃｨ

ﾌﾞに考えられるようになりました。１人で行動

することも今は苦ではありません！あとは時間

にﾙｰｽﾞになってしまったことです…というの

も、こっちでは電車の遅れや停止は日常茶飯事

ですし、加えてｶﾅﾀﾞの人たちのﾏｲﾍﾟｰｽな部分に

影響されてしまったのかもしれません。でもこ

れは直さないといけないですね(/_;) 

②今思いつくのはﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加したことで

す！！日本にいた頃もこっちに着いてまだ間も

ない頃も、やりたいという気持ちはありました

が、

た。ここではそういう機会も時間もたくさんあ

るので、もっともっと積極的に参加したいと思

っています。 

③ﾙｰﾑﾒｲﾄのﾌﾞﾗｼﾞ

最近までなかなか行動に移せませんでし

ﾙの女の子です！彼女の性格、

ﾄﾏｻﾞｰのご飯です！！毎日ほんとにち

とりわけｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのとり方にはだいぶいい影響

を受けています。彼女は本当に誰に対しても分

け隔てなく接するし、よく気づかいの出来る子

です。またすごく家族思いで、私に親孝行の意

識も高めさせてくれました！！学ぶ意欲もすご

くあって、彼女がいなかったら私の留学は今ほ

ど濃いものにはなっていなかったと確信してい

ます。 

④絶対にﾎｽ

ゃんと作ってくれて、日本食を恋しく思ったこ

とがほとんどないくらいでした(^^)おかげでど

んどん太っていってますけど！笑  

 

 

 

①すべて。生活ﾘｽﾞﾑ、食生活、学習意欲から

自己管理、自己責任、自己認識、自己表現。

家族への思い、友達への思い、恋人への思

い、周りにいる人への思い。 

 新しい場所というのは手に取るものすべて

が新鮮で私にいろんなことを気づかせまた新

しい目標を与えてくれます。 

 １人暮らしの経験などなかった私にとって

は、初めて家族と離し一個人として自分を見

たとき、わたしがどんな人間であるのか、何

がどのくらい必要であるのか、そしてまた家

族の一員として戻ってときどうあるべきなの

かを考えさせられました。 

②ﾅｲﾔｶﾞﾗの滝ｼｬﾜｰ、野球観戦、ﾏｶﾞｼﾞﾝ掲載。 

③ﾎｽﾄｼｽﾀｰ。３～４つ上のお姉ちゃんは美人で

おしゃれでとってもｸｰﾙ。めんどうな女の子と 

の付き合い方や、ややこしい男の子との付き

合い方や・・・いろんな人生相談にも乗って

くれていつも適切なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをくれます。でも

わたしが最もあこがれるのは彼 女が家事をし

たりわたしたちﾎｰﾑｽﾃｲしている学生の世話を

している姿です。そして毎日聞こえてくる仲

良し親子のかわいい会話が大好きです。私も

あんな ふうに自然に味家事をこなしたり、今

まではあまり仲のよくなかった母ともっとい

い時間を過ごしたいです。 

④ﾌﾟｰﾁﾝ！！  
 

①正直に言うとｶﾅﾀﾞに到着した時は喫茶店でｺ

ｰﾋｰを買うのに恐ろしい時間が必要でした。 

 今思えばそんな状態でよく留学にきたなと

おもいます。 

 現在ではほぼ日常的な会話には苦労しませ

ん。完璧にしゃべれてるわけではなく、わか 

らなくても素直に質問できるという意味で

す。前は質問をどうやって言えばいいかもわ 

かりませんでした。 

 ただｸﾗｽの Meeting や discussion では苦労

続きです。 

②たぶんﾎｰﾑｽﾃｲの移動が初めて自分で頑張っ

たものだと思います。 

 ｶﾅﾀﾞに来た当初は何もかもが挑戦でした。 

ｶﾅﾀﾞに来ること自体が挑戦ですね。。 

③1 番影響を受けてるのは年上の男の日本人

の方とその人の友達の現地のひとです。 

 その人たちは私よりずっと年上なので、英

語以外にも日々学んでいます。 

 その現地の人は前、私達のために発音のｸﾗｽ

を開いてくれていました。 

 最近は会話がなんとなくできるようになっ

たからか、すごい仲のいい友達という感じで 

す。 
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