


留学を目指す皆さん、お待たせしました！
2019年度長期留学の選考日程を発表いたします。

（長期留学選考は留学を希望する年の前年度に受けます。）
2019年度の選考は3回を予定しています。
応募する大学によって、選考日と応募期間が異なりますので、
注意してください。
さあ、夢の留学を目指して準備を進めましょう！

2019年度

選考日程  募集大学 書類配付・提出期間

2018年

9月26日（水）

ミュンヘン大学  〈ドイツ〉 書類配付 ▶ 7/23（月）～7/28（土）

　　　　　 9/10（月）～9/15（土）

書類受付 ▶  9/10（月）～9/22（土）

書類配付・受付場所 ▶  グローバル教育センター

聊城大学（春出発）  〈中国〉

延世大学（春出発）  〈韓国〉

2018年

11月17日（土）

カリフォルニア州立大学 イースト・ベイ校  〈アメリカ〉

書類配付 ▶ 10/22（月）～11/3（土）

書類受付 ▶ 10/29（月）～11/10（土）

書類配付・受付場所 ▶  グローバル教育センター

カリフォルニア大学 サンディエゴ校  〈アメリカ〉

モナシュ大学  〈オーストラリア〉

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学 〈イギリス〉

ロンドン大学SOAS  〈イギリス〉

バーミンガム大学  〈イギリス〉

アンジェ・カトリック大学  〈フランス〉

サラマンカ大学  〈スペイン〉

2019年

2月16日（土）
聊城大学（秋出発）  〈中国〉 書類配付 ▶ 1/21（月）～2/2（土）

書類受付 ▶ 1/28（月）～2/9（土）

書類配付・受付場所 ▶  グローバル教育センター延世大学（秋出発）  〈韓国〉

大学 TOEIC
TOEFL

IELTS 英検
ITP iBT

カリフォルニア州立大学
イースト・ベイ校

385 430 39 × 2級

カリフォルニア大学
サンディエゴ校 385 430 39 × 2級

モナシュ大学 385 × × 3.5 ×

カンタベリー・クライスト・
チャーチ大学 385 430 39 3.0 2級

ロンドン大学SOAS × × 52 4.0 ×

バーミンガム大学 × × 61 4.0 ×

▶英語圏への留学

語学担当専任教員

ドイツ語 明石真和／小林将輝

フランス語 山下尚一

スペイン語 信岡奈生

中国語 葉紅

韓国語 朴昌明

▶非英語圏への留学

提出書類 留学志望理由書
【指定書式】

健康調査票
【指定書式】

英語試験スコア
証明書

英文
志望理由書

専任教員による
推薦書【指定書式】

英語圏 ○ ○ ○ ○ 不要

非英語圏 ○ ○ 不要 不要 ○

▶選考書類

長期留学選考日程

Let's try！

Check！ 応募資格

1 本学への学費が遅滞なく納入されており、今後も遅滞なく納入されること。
2 各学部の定める応募資格を満たしていること。
3 留学の時点で本学において1年以上修学していること。
　 ※ロンドン大学SOAS、バーミンガム大学は、3年次からの派遣になります。
4 必要とされる語学能力が一定のレベルに達していること。
　 ※非英語圏への留学希望の学生は当該語学の専任教員の推薦書が必要です。
　 （以下の表を参照してください。）
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Europe

Americas

Oceania

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学
ロンドン大学 SOAS
バーミンガム大学
ミュンヘン大学
アンジェ・カトリック大学
サラマンカ大学

カリフォルニア州立大学 イースト・ベイ校
カリフォルニア大学 サンディエゴ校

Asia聊城大学
延世大学

モナシュ大学

アメリカ

アメリカ創設：1960年　学生数：約33,000人カリフォルニア州ラ・ホヤ

カリフォルニア州立大学 イースト・ベイ校

カリフォルニア大学 サンディエゴ校

創設：1957年　学生数：約15,000人カリフォルニア州ヘイワード

▪プログラム▪
Monash English 
5週間を1ユニットとするプログラムを4回20週受講。
授業時間は一日4時間、週20時間（月～金、8:30
～17:15）。内訳は、12時間が一般英語（General 
English=Core Module）、8 時 間 が 選 択 科 目

（Specialist Skills Module）。このほかに週5時間
の自習時間が強く推奨されている。
各ユニットの前には英語力試験があり、試験結果
に応じて授業レベルが決定。レベルはElementary 
/ Pre-Intermediate / Intermediate / Upper 
Intermediate / Pre Advanced / Advancedとなる。

を改善したり、アメリカ文化に関する知識を深め
たいという学生は、８週間英語プログラム「コミュ
ニケーションと文化プログラム（Communication 
and Culture Program）」が最適。すべてのレベル
の学生が受講できます。最初の週に英語のレベル
が決められます。
◦月曜日から金曜日、8：30 ～ 16：30
◦８週間―週 20 時間（最初の週はクラス編成テス

ト、オリエンテーション、履修登録）
◦すべてのレベルに対応（全 11レベル、1 クラス

6-18 名程度）
◦中核クラスでは流暢に話し理解できるようになる

ことをめざす。
◦日常英語／アメリカ社会と文化のコース
◦幅広い選択科目。

▪プログラム▪
英語の流暢さや日常英語を話したり理解する能力

カリキュラムや課外活動が豊富に用意されている。
①Intensive English Program（IEP）

いくつかのクラスから構成。授業は一クラス平均
15名の少人数制。

■基礎科目■
7つのレベルに分かれ、“Academic Writing/
Grammar”(Core)、“Academic  Read ing/
Vocabulary”(Reading)、“Academic Listening/
Speaking”(Communication)をそれぞれ学ぶ。
■選択科目■
“ U S  A m e r i c a n  C u l t u r e ” ,  “ H o s p i t a l i t y 
Management” ,  “Current  Events” ,  “Test 
Preparation”, “Community Service”, “University 
Preparation Program”など、アメリカの大学で
学ぶことを意識した科目を選択できる。また、
CSUEBは、月1回のペースで行われるIELTSの公
式試験会場にもなっているため、IELTS試験対策

▪プログラム▪
American Language Program（ALP）
「英語で」学んだり体験したりすることを重視した
プログラム。学生の自発的な体験学習を促すための

また、レベルにより、選択科目が異なる。
1クラスの学生数は、10人から18人程度。
▪宿泊▪
◦ホームステイ3食込み：AU＄9,086／半年（2017

年度調べ）

“Listening through  TV & Music” “American 
Music” “American Film” “TOEFL/TOEIC 
Preparation” “Idioms and Slang” “Everyday 
English” “American Culture”  などアメリカ文化
や英語学習を意識した 14 の選択コース

◦ 2018 年度日程：冬学期（1/3 ～ 3/2）、春（3/5
～ 5/4）、夏①（5/21 ～ 7/20）、夏②（7/23 ～
9/21）、秋（10/8 ～ 12/7）

▪宿泊▪
◦大学近郊のアパート：US ＄10,290.00 ～ US ＄

18,290.00 ／年（2018 年度調べ）

クラスもある。
■ Bay Area Experience ■
担当教員から与えられた課題を5～6人のグループ
で協力し、Bay Area（サンフランシスコ中心とした
地域）のさまざまな場所で体験学習する。
②Visiting Student Program（VSP）

正規の学生が履修する一般科目が履修できるプ
ログラム。IEPの履修においてアドバイザーの推
薦許可が得られると進むことができる。1年の留
学期間では、早くて2学期ないし3学期目から可
能となる。

■宿泊■
◦寮費：4か月（食費込み）：US＄8,284／学期

（2018年度秋学期）

創設：1958年　学生数：約65,000人ヴィクトリア州メルボルン

英語圏

英語圏

英語圏

派遣留学

派遣留学

派遣留学

モナシュ大学

留学期間：３月～８月、９月～翌年２月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

留学期間：3 月～ 7 月、3 月～翌年 3 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

留学期間：4 月～ 9 月、4 月～翌年 3 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

オーストラリア

キミはどこの国・大学に留学する ?
派遣留学長期留学

提携校紹介
交換留学
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▪プログラム▪
大学の講義等を受講できる。また、大学附属の「外
国人のためのドイツ語コース」を受講できる。

▪宿泊▪
◦寮費（食事なし、光熱費込み）：約 €350もしく

は€400／月（寮による）（2017年度調べ）
◦保険：€78／月（2017年度調べ）
◦その他、必要経費として約 €120／学期が必要（学

期＝夏・冬の2学期制）（2016年度調べ）

非英語圏
ドイツ語

交換留学

ミュンヘン大学

留学期間：4 月～ 9 月、4 月～翌年 3 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

ドイツ創設：1472年　学生数：約55,000人（留学生約5,400人）バイエルン州ミュンヘン

▪プログラム▪
Birmingham Study Abroad Programme (with 
English)
日本人のために特に用意されているプログラム。主
に3つに分けられる。
① Part 1（4月～6月）

他の非英語圏の学生も含む少人数クラスでの英語
（General English）およびコミュニケーション・
スキルを学ぶ。

② Part 2（7月～9月）
正規の授業の履修の準備として英語（Pre-sessional 
English）。ノートテイキングやレポートの書き方も

▪プログラム▪
◦一般英語コース (General English)
◦一般英語・IELTS 準備コース (General English 

with IELTS Preparation)
午前中の授業は一般英語コースと同じ。
午後は、IELTSに特化した writing やspeaking
等のクラスで構成されている。

▪宿泊▪
ホームステイかキャンパス内・キャンパス付近の学
生寮
◦ホームステイ

※キャンパスまで30分以内の範囲（2017-18）

▪プログラム▪
English Language and Academic Studies(ELAS)
フレキシブルなCertificate/Diploma Programme。
9月、1月、4月開講のコース。3ヶ月～1年の期間で学ぶ。
クラスはIELTS 4.5～7.0に相当する4つのレベルがあ
り、英語の勉強とセットで大学の授業の履修もできる。
レベルに応じて、英語集中授業やアカデミック・サブジ
ェクト（エッセイの書き方、文献の読み方、ノートの取り
方等）、選択講義（Humanities：人文科学、Social 
Sciences：社会科学、International Business 
Studies：国際ビジネス研究を履修。副専攻として、
IELTS準備コース、メディア研究等も選べる。

▪宿泊▪
大学の寮は基本的には9月から始まる1年契約であり、
日本の春学期から行く場合は空きがある場合にの
み利用可能。大学近辺には下宿・アパートが多数
存在し、なかには賄い付きもあり。
◦SOAS Hall of Residenceの場合（食事なし）：

£155.22/週（2017年度）
◦民間の学生 用アパートの場 合（ 食事なし）：

£150/週（フラットシェア）～ £320/週（ワンル
ームタイプ）（2017年度）

学ぶ。Lectures、Seminars、Cultural visitsも含ま
れる。

③ Part 3（10月～12月）、Part 4（1月～3月）
　正規の授業、英語の授業の履修も可。
▪宿泊▪
メイン･キャンパスから徒歩5～8分程度の学生寮

（Jarrett Hall等）が提供される。
◦Jarrett Hallの場合：バスルーム個別￡147／週
（2018-19）

朝食のみ…£112/週
朝食とキッチン使用…£117/週
平日2食…£156/週
平日2食と週末3食…£181/週

◦学生寮
キッチン共有、食事なし、ネット環境完備（2017-
18）
例　バスルーム共有…£145/週
　　バスルーム個別…£165/週

創設：1900年　学生数：約16,700人ウェスト・ミッドランド州バーミンガム

英語圏

英語圏

派遣留学

派遣留学

バーミンガム大学

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学

留学期間：4 月～翌年 3 月
派遣人数：全学部から若干名（3・4 年次生）

留学期間：4 月～翌年 3 月
派遣人数：全学部から若干名（3・4 年次生）

留学期間：４月～９月、４月～翌年３月
派遣人数：全学部から若干名（２・３・４年次生）

英語圏

派遣留学創設：1916年　学生数：約5,000人ロンドン

ロンドン大学SOAS
イギリス

イギリス

イギリス創設：1962年　学生数：約17,400人（留学生は約1,500人）ケント州カンタベリー
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▪プログラム▪
外国人のための中国語研修コース。正規の授業を
受講できる。

▪宿泊▪
学生寮：西キャンパスにある留学生専用の宿舎。
2013 年落成。
◦バス・トイレ、エアコン。Wi-Fi（別払い）。各フ

ロアに TV 室あり。共同キッチン、コイン・ラン
ドリー

◦ 二人部屋を一人で使用する場合：4725 元／半年
（2017 年度）

▪プログラム▪
インターナショナルコースの「スペイン語・文化研修
コース」で学ぶ。スペイン語の実力に応じたクラス
に配属される。

▪プログラム▪
9月：1ヶ月間、夏期コース（フランス語集中講座）
を受講。
10月以降：外国人留学生のためのフランス語コース
を受講。フランス語の実力に応じて6段階に分かれ
る。中級より上のクラスになると、文明講座も受講
可能となり、語学だけでなくフランス文化や歴史も
学べる。

▪プログラム▪
交換留学生向けの英語による授業と韓国語学堂が
提供する交換留学生対象の韓国語学習プログラム
が開設されている。1学期に履修登録しなければな
らない単位数は9～18単位である。先の履修登録
可能科目には韓国語学堂の交換留学生対象韓国語
学習プログラム（6単位）が含まれている。韓国語
学習プログラムでは、学生の韓国語学力レベル別に
授業が行われる。
▪宿泊▪
キャンパス内のSKグローバルハウスやインターナシ
ョナル・ハウスなどの留学生向け学生寮などがある。

▪宿泊▪
◦学生寮：1人部屋（3食付）：€32.5／日（2018年

度調べ）

▪宿泊▪
◦ホームステイ（食費含まず）：平均€280／月（2017

年調べ）
◦学生寮（月～金の朝夕付。土・日は自炊可、Wifi

完備）：€590／月（2017年調べ）

エアコン、バス・トイレ、テレビ室、コンピュータ室、
食堂、洗濯室、売店などあり。
※希望者は、下宿やホームステイによる生活も可能。

創設：1974年　学生数：約33,000人山東省聊城市

創設：1218年　学生数：約30,000人サラマンカ

創設：1875年　学生数：約11,000人アンジェ

非英語圏
韓国語

交換留学

聊
リ ャ オ

城
チ ョ ン

大学

サラマンカ大学

アンジェ・カトリック大学

延
ヨ ン

世
セ

大学

留学期間：2 月～ 7 月、2 月～翌年 1 月、
　　　　　9 月～翌年 2 月、9 月～翌年 7 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

留学期間：3 月～ 7 月、3 月～ 12 月、
　　　　　9 月～ 12 月、9 月～翌年 7 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

留学期間：4 月～ 9 月、4 月～翌年 2 月、
　　　　　9 月～翌年 2 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

留学期間：9 月～翌年 2 月、9 月～翌年 6 月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4 年次生）

中国

スペイン

フランス

韓国創設：1885年　学生数：約18,300人（本校の学部生数、2017年10月1日時点）ソウル

非英語圏
フランス語

派遣留学

派遣留学

非英語圏
スペイン語

非英語圏
中国語

交換留学
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グローバル教育センター主催行事

日本文化体験イベント
ひな祭り、端午の節句、七夕祭り、茶道・華道体験などな
ど、日本の四季折々の行事や日本の伝統文化をみなさんに
紹介するイベントです。留学生はもちろん、日本人学生も
気軽に参加してください！

2018年度

長期留学説明会
グローバル教育センター所属の教員による、提携大学や本
学の長期留学制度について具体的な説明会です。おおよそ
の留学費用や事前の準備、選考についての情報について説
明するので、留学希望の学生は必ず参加しましょう。

09/25 火  12：40−13：20
※英語圏対象

10/16 火  12：40 −13：20

秋学期スケジュール
Let's know Japan!

◦春期国際交流パーティー

◦長期留学説明会①

◦留学経験者の話を聞く会

◦浴衣の着付け体験

◦茶道体験

◦長期留学説明会②

◦端午の節句

（ちらし寿司&柏餅パーティー）

◦七夕祭り

◦長期留学説明会③

◦夏季国際交流パーティー

◦生け花体験

◦長期留学説明会④

◦交換・派遣留学選考①

◦留学生旅行

イベント年間スケジュール

4月
April 5月

May 6月
June 7月

July 9月
September

2018
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国際交流パーティー
春、夏、冬と年に3回の国際交流パーティーを実施してい
ます。パーティーでは、留学経験者による体験談を聞くこ
とができ、多くの外国人留学生と交流を深めることができ
ます。軽食やジュースもあり、毎回非常に多くの学生が参
加する賑やかなパーティーです。

語学検定学内試験
大学でTOEIC-IPとHSK中国語検定を受けられます！ 留学
のためのスコアが必要な人、自分の語学力を試したい人、
気軽に受験できる学内試験にチャレンジしましょう！

グローバル教育センターでは、「留学」や「国際交流」に関する行事を実施しています。

駿大の学生なら誰でも参加OK！日本の文化に興味がある留学生や、

留学や国際交流に興味のある日本人学生のみなさん、是非参加してください！

Challenge

TOEIC-IP試験 HSK中国語検定
試験日 10/20（土） 11/10（土）

受験料 3,080円 級により異なります

申込方法 グローバル教育課で
受け付けます

グローバル教育課で
受け付けます

申込期限 10/3（水） 10/4（木）

◦長期留学説明会⑤

◦TOEIC-IP学内試験 

◦日本語スピーチコンテスト

◦交換・派遣留学選考②

◦HSK中国語検定学内試験

◦もちつき大会

◦外国語プレゼン大会

◦お正月遊び、おせち作り体験

◦冬季国際交流パーティー

◦交換・派遣留学選考③

10月
October 11月

November 12月
December 1月

January 2月
February

2019
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TOEFL  iBT
試験日 9/15 9/29 10/13 10/14 10/20 10/27 10/28 11/4 11/10 11/17 11/24 11/25 12 /1 12/8 12/15 12/16

Regular
registration 試験日の7日前

Late
registration

試験日の4日前
※受験料が異なります。

結果通知 試験の翌日から約10日後にウェブサイトから確認できます。

実用フランス語技能検定
秋季試験

試験日 11/18

申込期間 9/1～10/17

結果通知 12月中旬に発送予定
※3級～5級を対象としています。

スペイン語技能検定
秋季試験

試験日 10/28

申込期間 8/20～9/28

結果通知 試験の翌日から約2か月後に発送予定
※4級～6級を対象としています。

ＨＳＫ 漢語水平考試
10月実施 12月実施

試験日 10/14 12/2

申込期間 8/13 ～9/14 10/2～11/2

結果通知 試験の翌日から約1か月後に
ウェブサイトから確認できます。

ハングル能力検定試験
秋季  第51回

試験日 11/11

申込期間 8/24 ～10/5

結果通知 12 /10ごろ到着予定
※2級～5級を対象としています。

TOEIC
第233回 第234回 第235回 第236回 第237回 第238回

試験日 9/9 10/28 11/18 12/9 1/13 3/10

申込期間 6/22～7/24 7/27～8/28 8/31～10/9 10/12～10/30 11/2～12/11 12/14～1/29

結果通知 10/9 11/27 12 /18 1/8 2 /12 4/9

ドイツ語技能検定
秋季試験

試験日 12/2

申込期間 9/1～10/19

結果通知 2019年1月に発送予定
※2級～5級を対象としています。

実用英語技能試験（英検）
第2回検定 第3回検定

一次試験日 10/ 7 1/27

二次試験日*2 11/11 3/3

申込期間 8/1～9/14 11/30～12/26

結果通知 一次試験の結果は約2週間後、二次試験の結果は
約10日後にウェブサイトから確認できます。

＊2  申込内容によって日程が異なります。専用サイトで確認してください。

※TOEIC IPとHSK中国語検定試験は、学内でも実施します。詳細はP.7参照。

IELTS
試験日*1 9/15 9/29 10/13 10/20 10/27 11/3 11/10 11/17 12/1 12/8

申込期間 試験日の19日前まで　※詳細日程は専用サイトで確認してください。

結果通知 試験日の翌日から13日目に成績証明書を発送
＊1  試験会場によって試験日が異なりますので専用サイトで確認するようにしてください。　〈専用サイト〉http://www.eiken.or.jp/ielts/

2018年度

各種語学試験情報 Fight！
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STUDENTS
REPORT

2018年度 送出し留学生の帰国報告

留学して経験したこと、得たもの…
2018年度交換・派遣留学生の
留学体験記。

留学体験

留学の感想

私にとっての財産

派遣留学生

アメリカ
カリフォルニア大学サンディエゴ校

留学期間：2018年3月～2018年7月
現代文化学部　３年

中
な か

村
む ら

 忍
し の ぶ

埼玉県立浦和東高等学校出身

交換留学生

中国
聊城大学

留学期間：2018年２月～2018年７月
法学部　３年

藤
ふ じ

原
わ ら

 大
だ い

樹
き

関西高等学校出身

　現代文化学部3年の中村忍です。
　私が、アメリカ留学で感じたことはたくさんあり
ます。留学に行かなくても英語を勉強することがで
きると大学のある先生に言われましたが、実際に行
ってみて海外で英語を勉強するのと、日本で勉強す
るのでは大きな違いがあると思いました。
　まず、一つ目に海外に行くことで同い年の人や、
自分の今まで続けてきたサッカーで、たくさんの友
達を作ることができました。正直、大学で勉強する
のは少しやらされて勉強をしている感がある感じが
あると言う人もいますが、自分のように趣味を通し
て英語を使うということになると、全然変わってく
ると思います。サッカーボール一つで国境を越えて
たくさんの国の人たちと仲良くなり、毎週のように

　留学期間を終えて、今私は半年という時間は本当
にあっという間だったと改めて思っています。
　思い起こせば3月1日、成田を飛び立つ飛行機の
中で私の心は期待と不安が交錯していました。期待
の方はもちろん中国語を通していろんな人と出会え
るということでした。一方で不安の方はその中国語
ができないのではないかというものでした。
　現地に到着して早速その不安は現実のものとなっ
て私の前に立ちふさがります。相手が言っているこ
とがほとんどわからない上に、自分が言っているこ
とがあまり通じなかったのです。早速味わった挫折
にこの半年間、うまくやっていけるか不安で不安で
なかなか眠れなかった最初の一週間を今でも鮮明に
覚えています。しかし、私にとって幸いだったのは
支えてくれるクラスメイトや先生、そして中国人の
友達がいたことです。不安に押しつぶされそうにな
った私を先生方や友達はいつも中国語や英語、時に
は日本語やボディランゲージを交えて励ましてくれ
ました。だからこそ、最初の1か月間をうまく乗り
越えることができたと思っています。
　そして4月の末には運動会があり、みんなとの親

サッカーをしていました。海外に来てからサッカー
はすごいと改めて感じることができました。英語を
勉強する以上に、人の暖かさや、優しさをたくさん
感じることができました。
　ほかに自分が思ったことは、サンディエゴは暖か
いと言われていましたが、あまり暖かくなくて驚き
ました。サンディエゴはビーチやショッピングモー
ルしかなく、行くのにもバスを使わなくてはいけな
いので、交通の面ではとても不便だと思いました。
　今回の留学の体験を通して、日本に帰ってからも
英語の勉強を続け、何にでもチャレンジできるよう
になったらいいと思います。機会があれば、また留
学に行きたいと考えています。

睦は更に深まりました。このまま順調に事が進むと
私も思っていたのですが、再び大きな壁に直面しま
した。それは4月末にあった中間テストの結果です。
私は決して悪い方ではありませんでしたが、それで
も日本人留学生の中では一番悪かったのです。その
時、「私には半年しか時間がないのに何をやってい
るんだ」と自分を責め、強い劣等感を抱きました。
テストの結果を見てから5月の上旬は「何とか頑張
らなきゃ」と中国人の友達を誘って晩ご飯に行くな
ど、苦しい中で足掻いていましたが、どれもこれも
空回りばかりで上手くはいきませんでした。でも、
5月の後半になったあたりから教科書の本文がかな
りスラスラ読めるようになり、この時、初めて自分
の成長を実感することができました。
　それからは、自分は自分、他人は他人と割り切っ
て、しっかりと勉強に取り組むことができました。
半年間という短い時間でしたが、日本では絶対味わ
えない貴重な体験をすることができたと思います。
この留学期間は間違いなく私にとってかけがえのな
い財産であったと思っています。
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私たちの日本留学記
 8月に、中国・聊城大学からの交換留学生、派遣留学生7名が帰国しました。
日本での半年間の留学生活を経て、どんなことを感じたのか、
留学生活についてコメントを寄せてもらいました！

2018年度 受入れ留学生による留学の感想

聊城大学  交換留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

聊城大学  派遣留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

井
イ

 恵
ケイ

子
コ

 （JING HUIZI）

臧
ゾウ

 慧
ケイ

 （ZANG HUI）

　時間の経つのは本当に早いものです。駿河台大学
での留学生活はそろそろ終わります。この半年間、
友達をたくさん作って、多くの知識を学びました。
日本の生活を実際に体験して大変勉強になりました。
　日本に来たばかりの時、いろいろなことに興味を
持っていました。休みの日、私はよく友達と一緒に
池袋や渋谷などの東京の色々なところに行って遊ん
でいました。立派なデパートでショッピングをした
り、観光地で写真をとったりしました、いい思い出
になりました。日本の青空の美しさに驚きました。
コンビニがたくさんあって、便利で暮らしやすい国
だと思いました。それに、日本人はルールを守って、
優しいです。先生や日本人の学生はいつも熱心に私
を助けます。本当にありがとうございました。
　駿河台大学でいろいろな活動を通して、日本文化
を実際に体験しました。例えば、七夕祭りの飾り付
けとか、浴衣着付け体験とかの活動はとても楽しか
ったと思います。浴衣の着付けはちょっと複雑でし
たが、とてもきれいでした。たくさんの記念写真を
撮りました。自分の女子力がアップしてとてもうれ
しかったです。今後は女子として私はもっとやさし
くてゆっくり生活するべきだと思います。

　光陰矢のごとし、この半年の留学生活があっとい
う間に過ぎてしまいました。この半年は短い時間で
したが、日本と日本文化の勉強ができ、いろんな人
と出会い、様々なことを体験でき、非常に充実した
半年でした。
　2018年3月27日羽田空港に着き、憧れていた日
本での留学生活がようやく実現すると考えると嬉し
い気持ちが抑えきれませんでした。
　私たちが生活するところは埼玉県の飯能市です。
飯能に着いたばかりの頃、桜が綺麗に咲いていて、
遠いところから電車がやってきて、思わずカメラを
構えて写真を撮りました。寮は大学の近くにあり、
1人に1部屋が割り当てられ、中国の6人1部屋の寮
と全く違い、驚いて喜びました。生活面においては、
寮に電気製品が設置されており、困ったことがあっ
たらすぐ解決してくれて、とても便利でした。
　4月に入ると、新学期が始まりました。必修科目
以外に、選べる科目がたくさんあって、学生に選択
する自由が与えられ、個性を発揮できると思います。

　それに、日本での授業は中国と違って学生の自主
性とチームワークを重視しています。私が受けてい
た授業の中では特に、「日本語教育入門」でその授
業方法の違いを感じました。先生は私たちを組に分
けさせます。ある課題について実際に調査して発表
します。知識を早く覚えさせるのではなく、自分の
体験を通して知識を身につけさせます。そのような
授業は学生の成長に対してとてもいいと思います。
　最後に、日本人は本当に真面目だと思います。特
に、人々はまじめで一生懸命働いていることに感心
しました。私にとって一番印象に残ったのはある文
房具屋で買い物をしたことです。私はたくさんペン
を買ってレジで会計した時、店員さんはペンが使え
るかどうかを一本ずつチェックしたあと会計しまし
た。私はとても感動しました。にぎやかな社会で働
いていますけれど、ゆっくりしてまじめに仕事する
のはとても偉いと思います。
　駿河台大学での半年間の留学生活は私にとって一
生で忘れられないことだと思います。この間お世話
になりました。ありがとうございました。これから、
自分の夢に向かってゆっくり歩いて行きたいと思い
ます。

半年の勉強生活は充実しており、楽しかったです。
教室で受ける授業のみではなく、外に出て見学した
り、話したりすることもあっていい勉強になりまし
た。ほかに、日本語学科の学生として、会話力はす
ごく大事だと思いながら、毎日できる限り多くの日
本語を喋り、伸ばしたかった会話力を少しずつ伸ば
すことができ、とても嬉しかったです。
　それから大学のダンスサークルに入って初めて日
本人と友達になり、カラオケに行ったり、ボーリン
グをやったり、喫茶店で喋ったり、たくさん思い出
を作りました。日本にくる前、日本人の友達を作り
たいと思っていたけれど、日本語が上手ではないの
で、作れるかは心配でした。しかし、日本人学生は
熱心にいろいろ教えてくれました。そして、私が帰
国をしても連絡を取れるように、中国のトークアプ
リWechatを使ってくれるようになりました。本当
に感動しました。
　ここにいる時間は短かったですが、4月の桜が綺
麗だったこと、初めて飲み会に参加したこと、撮影
好きな友達ができたこと、秩父と鎌倉に日帰り旅行
をしたこと、初めて浴衣を着たこと、2時間も並んで
牛かつを食べたこと（すごく美味しかった）、皆と 

出会ったこと、あといろいろ、半年だけの留学生活
でしたが、私にとって一生忘れられない思い出です。
　最後に、この短い留学生活に出会った皆に一言、
出会って良かった、ありがとう、そしてまたね。

ゆっくり歩いてゆこう

留学の感想
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聊城大学  交換留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

張
チョウ

 娜
ナ

 （ZHANG NA）

　時間が経つのは早くて、あっという間に3ヶ月も
過ぎました。
　今年の3月に駿河台大学につきました。その時は
ちょうど桜がきれいに咲いていた時期でした、初め
て日本の桜を見た私は、その美しさに驚きました。
春といい、夏といい、晴れる日といい、雨上がりの
日といい、キャンパスはいつでも非常にきれいだと
思います。青い空と相まって、まるで異次元の世界
のようです。
　日本での生活といえば、やはり中国と日本は隣国
で食生活も似ているので、私たち中国人にとって、
慣れやすいと思います。たまにふるさとの味が恋し
いときは、飯能市に並んでいる中華屋に行って、麻
婆豆腐やチンジャオロースなどを食べます。日本の
中華料理は日本人の好みに合わせるため、本来の味
とは違っていましたが、おいしかったです。
　そして、「さすが日本だ」と思ったことがたくさ
んありますが、一番印象に残ったのは日本人の「譲
る」という文化です。ここで2つの例を挙げたいと

思います。一つ目は、信号がない道を横断する場合
です、渡るタイミングがわからなく、待っていまし
たが、その時の車は交差点で止まって、私を先に行
かせてくれました。その時は、心が暖かくなって、
運転手にお辞儀をして長く待たせないように早く通
りました。二つ目は、エスカレーターに乗る場合で
す。早く通りたい人の邪魔にならないように、みん
な自動的に一列で右側に並んでいます。これは思い
やりでなければ何だろう。いつも他人に迷惑をかけ
ないように心がけているから、秩序よい社会になっ
ていると思います。
　さらに、駿河台大学のおかげで、日本人の友達だ
けでなくてほかの国の友達もできました。ドイツの
方、韓国の方、マレーシアの方とベトナムの方、み
んなは各々の国から駿河台大学に集まって、日本語
で交流したり、一緒にあちこちに遊んだりしました。
これは駿河台大学あっての私たちが一生忘れない思
い出になります。
　中国には「この世には散らない宴はないもの」と
いうことわざがあります。確かに、人と人の出会い
がいつかは切れてしまうとのことです。でも、別れ
の悲しさを堪えられるからこそ、心が強くなります。

別れることは他人も自分もより強くなるための手段
だと思っていてもいいのです。このとき、私は心か
ら駿河台大学のますますのご発展とみんなのご活躍
をおいのりします。

「譲る」という日本文化

聊城大学  派遣留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

辛
シン

 暁
ギョウ

雯
ブン

 （XIN XIAOWEN）

　3月末から今までもう3ヶ月たちました。この間に、
私は多くの知識を習得して、たくさん新しい体験が
できました。
　日本に着いた時、印象が最も深かったのは大学の
坂道の両側の満開な桜でした。そこを通る度に写真
を撮りたいと思いました。
　そして、多くのことは私にとっては新鮮でした。
たとえば、学校近くのコンビニです。日本のコンビ
ニは商品を売るだけではなく、各種料金を納めるこ
ともでき、お金を引き出すこともできるので、すご
いなと思いました。そして、最初の1ヶ月、私はよ
くコンビニで納豆やおにぎりを買って食べてみまし
た。中国にはないものを食べてとてもおもしろいと
感じました。

　しばらくしたら、私は他の留学生と一緒に観光を
始めました。池袋で、日本のアニメ・漫画を読んで、
化粧品ドラックストアや洋服店をめぐって、とても
楽しかったです。そして、明治神宮を見学して、日
本の伝統の文化の雰囲気を感じました。また、竹下
通りでは、近代的な雰囲気を感じました。
　そして、学校のイベントを通して、たくさんのこ
とを経験しました。たとえば、ちらし寿司や卵焼き
を作ること、茶道、浴衣の着付け、七夕の飾り付け
等、日本の文化体験がたくさんできました。イベン
トを企画してくれた先生たち、ありがとうございま
した。
　「出会いそのものが縁だ」、3年前に日本語の勉強
を始めたから、日本のみんなと出会っていることが
とても素敵な事だと感じます。短い間でしたが、た
くさんすばらしい思い出ができました。私はこの思
い出を大切にしたいと思います。

日本で経験したこと

聊城大学  交換留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

段
ダン

 珊
サン

珊
サン

 （DUAN SHANSHAN）

　日本に来てもう3ヶ月経ちました。日本に到着 
した時の光景が頭に浮かびました。興奮、困惑、未
練……、日本での生活は魅力的だったと思います。
　交換留学生として、日本語の授業が多くて、先生
のおかげで自分の日本語能力が徐々に良くなってき
ました。特に聴解の能力がアップしました。そして、
自分の考えも日本語で話せるようになりました。
　日本の学校については、私の印象は「自由」です。
授業を決める前に、試しで聞くことができます。自
分の好みにあった授業を選ぶことができます。私は
日本語表現法と英語を選びました。
　ゴールデンウイークに、友達と一緒に東京タワー
や浅草寺や国立西洋美術館など有名なところを訪ね
ました。日本人の生活に触れました。そして、日本

はやさしい国だと感じました。日常生活で、耳に入
る最も多い言葉は「すみません」です。はじめは、
少し違和感を覚えましたが、その後の授業で、「日本
人が礼儀を重視するものだ」ということを習いました。
　暇な時は、私たちはいろいろな活動に参加しまし
た。例えば、入間市のお祭り、浴衣の着付体験、飲
み会や七夕祭りなど、多くの活動に参加しました。
これらの活動を通して、日本人の生活に近づいた気
がしました。また、先生の指示で、日本人学生と言
語ペアを組みました。毎週、その学生と一緒に勉強
をしました。とても面白かったです。私とペアを組
んだ学生は中国のことが好きで、中国文化に興味を
持っていました。彼に中国のことを伝えたとき、責
任感を深く感じました。
　短い間でしたが、日本での生活は、私にとって一
生の宝物だと思います。将来、日中友好を深めるた
め、私は一生懸命頑張りたいと思います。

三ヶ月間の感想

左側が段さん
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聊城大学  派遣留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

李
リ

 穎
エイ

 （LI YING）

　日本に来てから、もう3ヶ月が経ちました。
今年の3月に駿河台大学につきました、元加治駅の
桜は咲いていました。その時初めてあんなに綺麗な
桜を見ました。スクールバスに乗って、町を通って、
私の駿河台大学の生活が始まりました。
　寮の環境は良かったと思います。とても便利で
す。1人部屋で、自立性を鍛えられました。食堂の
料理も栄養バランスが良く、とてもおいしかったで
す。実は、私は辛口料理が好きで、日本料理は辛く
ないので、中華料理のお店によく通いました。
　そして、勉強について、先生たちの指導に感謝し
ます。日本に来る前は、自分の日本語能力について、
自信がなかったです。今の私は、授業と日常会話に
は問題なく慣れてきました。おかげさまで、友達も

できました。一緒に遊びにいったり、活動に参加し
たりすることは非常に楽しかったと思います。
　更に、この3ヶ月の間で、日本観光もしました。
賑やかな原宿、繁華な新宿と渋谷、綺麗な江ノ島、
春の桜、夏の海…これらの美しい風景は、一生忘れ
ない宝物だと思います。そして、好きなアイドルの
コンサートにも行きました、とても大切な思い出が
できました。
　この留学生活を通して、私は日本語能力がアップ
しただけではなく、国境を越えた人々との繋がりが
確認できました。好きな歌の中では「未来は誰にも
あるから、明日の僕を迎えに行く」という歌詞があ
ります。これからは、お世話になった人たちへの感
謝の気持ちを忘れず、駿河台大学で生活した日々を
忘れず、自分をもっと成長させ、明日の新しい私を
迎えに行きます。

私たちの日本留学記2018年度 受入れ留学生による留学の感想

一生の宝物

聊城大学  交換留学生
留学期間：2018年4月～2018年8月

李
リ

 顺
ジュン

强
キョウ

 （LI SHUNQIANG）

　半年の海外交流の機会を通じて、私は自分に天地
が覆るほど大きな変化が起きたと思います。以下に
詳しい紹介を述べさせてください。
　かつてほかの人に劣っていた日本語能力が、視界
が開けるように日増しに高まっています。本学期の
授業中、私は先生の教えに従って模様を縫うように
じっくり時間をかけました。放課後、学校が日本の
伝統的な文化に関する行事を定例的に行ってくれた
ので、私は日本の文化に深く傾注しました。平日、
私は暇を盗んで読書をしています。日本語能力試験
を受けるに先立つこと1ヶ月、私はいつも寮に引っ
込んで試験の準備をしました。
　5月の祝日に、私は日本の関西地方まで一気に行
ってきました。その旅は素晴らしいものでした。
　日本に学ぶべき領域が多いことは覆うことのでき
ない事実で、外国は日本に学ぶべきです。狭い大通
りで車がひっきりなしに往来するのに渋滞の状況は

少ない。大人はもちろん子供も社会のマナーを厳し
く守るのはなかなか礼賛に値します。私が同時に感
じたのは危機意識の高さで、日本は自然災害が頻発
するので、その体験から国民は災害の脅威への日常
的な備えや心構えを持っています。世界で唯一の自
国の文化を保ちながら現代化を実現した先進国とし
て、どのように社会福祉やインフラを完備すべきか
の示唆を与えてくれます。そして日本人が先人の業
績を受けてさらに発展させるのを目の当たりにしま
す。環境のいい日本で、この大自然の懐に抱かれて
人や生き物と暮らす贅沢な楽しみは、ある国暮らし
の人間には分からないでしょう。
　半年で培ったノウハウを生かしたいと思います。
私の思いは母国を馳せるものの、交換留学の経歴を
結んで日本で先生や友人と交わった間の色褪せない
友情は永遠です。機会があれば、酒を酌んで友情を
温めてください。時あたかも春たけなわの3月から
耐えられないほどの梅雨を経て、日差しが強い猛暑
の8月まで日本での生活は大いに意味があります。
以上の言葉は私からの建前と本音です。

日本での交換留学の感想

グローバル教育センター

グローバル教育センターでは、語学学習をサポートし、楽しく学ぶ場を提供しています。
外国語の学習方法がわからない、外国語の授業についての質問があるなど、

外国語の学習についてわからないことがあれば、気軽に相談することができます。
語学試験の問題集、外国の読み物やマンガ・雑誌もあり、教材付属のCDも利用できます。

長期・短期の留学に関する相談を受けることもできます。
外国語学習に対して関心がある人、少し苦手だけど挑戦したいと考えている人は

学部・学科関係なく誰でも利用できますので、気軽にお越しください。




