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　留学というのは世界に目を向けると同時に、外から自国を見るという二面性を
もっています。世界中の人と交流をもつ中で、各国の政治や問題点など、今まで
気にすることもなかった事に対して、興味がわいてきます。それと同時に日本に対
する無知を痛感するかもしれません。僕にとって、今回の1年間の留学は自分の
世界観を変える上での大きな第一歩になりました。
　実際中国人は、日本のメディアが伝えるほど反日感情をもっていないように思い

ました。みんな優しくして
くれました。自分の目で本
当の中国の姿を見る事が

留学先／レジャイナ大学（カナダ）
国際関係学科4年
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　アメリカは素晴らしい国です。十人十色の文化的背景を持った人が集まり、互
いを尊重し合いながら暮らしています。特に大学では世界中から学生が集まっ
てくるので、アメリカ人はもちろん、中国人、サウジアラビア人、ドイツ人、ブラジル
人、メキシコ人と、本当にさまざまな友だちができます。お互いの文化を共有し、自
分の視野の狭さ、世界の広さに何度も気づかされます。私は今回の留学で人間
として成長できたと思います。

神戸外大を受験する高校生へメッ
セージをお願いします。
留学はこれからの生き方を変える財

留学先／Eastern Washington University（アメリカ）留学期間／２０１３年9月～２０１４年6月（１0カ月）
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留学先／天津外国語大学（中国）留学期間／2013年2月～2014年1月（12カ月）

中国学科4年ロシア学科4年

英米学科4年

　私が11カ月間暮らしたサンクトペテルブルクは、世界遺産に登録されている
美しい街並みや幻想的な白夜などの綺麗な風景だけではなく、美術館やバレ
エ・オペラ劇場もたくさんあり気軽に本場の芸術に触れることができる素敵な街
でした。世界中からロシア語を学びにきている学生はいい意味で刺激し合える
ライバルであり、心強い仲間でした。彼らと接することで各国の習慣や価値観を
知って視野が広がりましたし、毎日充実した生活を送ることができました。思うよ
うにいかず壁にぶち当たることも何度もありましたが、それを乗り越えたからこそ
以前に比べて強くなれたような気がします。この留学は私にとってかけがえのな
いものになり ました。
一番心に残ったことは？
ホストファミリーと過ごした時間です。家族の一員として私を迎えていつも側で支
えてくださいました。行動を共にして交流する機会
が多かったので、語学力を向上させるという点でも
よかったと思います。今も私の大切な第二の家族
です。
留学してどんな変化がありましたか？（成長したこ
とは？）

留学先／サンクトペテルブルク国立大学（ロシア）留学期間／２０１３年４月～２０１４年2月（１1カ月）

Q

Q

A

A

　机にかじりついて勉強するだけでなく、外に出て、自分の目で見て心で感じて
学ぶのが1番です。それを実現できるのが海外留学で、そのための武器が語学
です。スペインはもちろん、アメリカ大陸の人も含め4億人以上のネイティブスピー
カーのいるスペイン語を学ぶのはとても素敵なことです。フラメンコ、闘牛、太陽の
照りつけるスペインの大地。謎に満ちたマヤ、アステカ、インカの遺跡が残るグアテ
マラ、メキシコ、ペルー。どれもがスペイン語圏で、どれも素敵な場所です。

一番心に残ったことは？
スペイン語が話せたからこそで

留学期間／2013年9月～2014年6月（10カ月）
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きた友達がたくさんいます。スペ
イン語を話しながら作った友達
が何よりの宝です。
留学してどんな変化がありました
か？
全く異質の文化圏にとびこんだ
ことでずいぶんとたくましくなりま
した。生きる力、と言うと大げさ
かもしれませんが。（笑）

　留学前は、自分の英語力や海外生活に関して多くの不安を抱えていました。し
かしそんな下向きの気持ちも、自分の心の持ちようと行動で大きくプラスに変えら
れるということに気が付きました。チャンスは至るところに転がっています。そして
外大には、留学を丁寧にサポートして下さる教職員の方がたくさんいらっしゃいま
す。留学は私に素敵な出会いと教養をもたらしてくれました。迷っているなら、皆さ
んも一歩外の世界に足を踏み出してみてください ！
一番心に残ったこと
は？
人の温かさです。カナダ
で出会った人々は本当
にフレンドリーで思いや
りの気持ちを持った人
が多かったです。
留学してどんな変化が
ありましたか？
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A 思い切りの良さと、度胸がついたと思
います。いろいろと皮算用するよりも、ま
ずは行動してみるようになりました。

留学先／サラマンカ大学（スペイン）
イスパニア学科4年

自分自身と向き合うことが多かったた
め、強い意志を持てるようになりました。
また、自ら動かなければチャンスを得ら
れないので、積極的に行動し何事も恐
れず挑戦するようになりました。

留学期間／2013年9月～2014年4月（8カ月）

できたのも大きな収穫となりました。
一番心に残ったことは？
南京での映画撮影です。日本兵役でのエキストラ出
演でしたが、ちゃんと台詞もあり、貴重な経験となりまし
た。
留学してどんな変化がありましたか？
いろいろなことに日々 チャレンジする中で、
行動力がつきました。苦手な分野にも積

極的にチャレンジするよう
になったと思います。

産になります。目標を見失わず頑張っ
てください。
留学してどんな変化がありましたか？
自分から行動を起こすことが大切な
国の中へ飛び込むことで柔軟性、行
動力を身につけました。

My Dream 夢・目標～

世界中の色んな人と出会い、異なる文化に触れて視野を
広げ、悩み、葛藤しながらも楽しく生きること。
I would like to meet various kinds of people, experience 
different cultures and enjoy a variety of experiences.

My Dream 夢・目標～

留学経験や英語力を生かして新興国の開拓、発展に貢献
することです。
To contribute to developing countries, making the most 
use of my experience in the US and my English skills.

これからも自分で機会を見つけて、ロシアに限らずさま
ざまな国の人々と交流していきたいです。
Мне бы хотелось иметь возможность общаться не 
только с русскими , но и с людьми из разных стран.

Моя мечта 夢・目標～
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（ビジネス）

夢・目標～

中南米の国々を巡ること。スペイン語の通訳として働き
たいと思っています。
Algún día me encantaría dar una vuelta por América y hecerme 
intérprete.

Mi sueño

ある日のスケジュール
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6：30起床、身支度
たくさん寝た日でもとても眠たいです！

7：30朝食
寮のご飯は朝昼晩ともバイキング。
ワッフルとオムレツ、果物が私の定番です。

12：00昼食
街のパン屋さんでお昼を買いつつ、
バスで教室移動。

13：00授業
午後の授業は好きなものを選択できます。
私は、英語での効果的なプレゼンの仕方を学びました。

15：00キャンパス内やロスの街をぶらぶら
友人とカフェで話し込んだり、買い物に出かけたり。
天気の良い放課後は、リラックスタイムです♪

18：30夕食
ルームメイトと、授業の様子や週末の予定についておしゃべり。
デザートも豊富なので、ついつい長居してしまいます。

20：00予習、復習
毎日３時間近くかかりますが、
内容の濃い授業を実りあるものにするため、頑張りどころ。

23：00入浴、メールチェック

24：30就寝

9：00授業
学校までは、歩いて30分。ディスカッション中心の授業で、
さまざまな国からの留学生と、意見を交わします。
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　今、皆さんはどのような気持ちでこのパンフレットを広げていますか？
第一志望、やる気満々でしょうか。不安と迷いを感じているでしょうか。
神戸市外国語大学は、挑戦する人には多くのチャンスが与えられる
大学だと思います。苦しいときに支え合える友人や、心から尊敬する
先生方に出会える場所です。
　将来の道を選ぶ
ことに、正解はありま
せん。つらいときこ
そ自分に自信を持

ち、感謝の気持ちを忘れず、夢に向
かって走り続けてください！世界は、
そこから広がります。

留学先／UCLA Extension American Language Center（アメリカ）留学期間／2013年8月～2013年9月（6週間）

国際関係学科4年

My Dream 夢・目標～

信念を貫く、魅力的な人であること
To be an inspiring person by 
putting my beliefs into practice.

未来的目标 夢・目標～

自分の会社を持つことです。
我想自己办一个公司！


