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派遣留学体験談 Study Abroad Experience

留学先／天津外国語大学（中国）

留学期間／2014年2月～2015年1月（11カ月）

中国学科4年

　海外で生活したことのなかった私にとって留学は全くの未知の世界でした。言葉も
習慣もよく分からず、戸惑うことが多くありました。そんな中で中国人だけでなく、世界
各国から留学に来ている外国人の仲間ができたことは私にとってとても貴重な経験と
なりました。語学力を身につけるだけでなく、中国という国そのものを身体で感じること
ができ、また一歩離れたところから日本という国は世界からどう見られているのか、と
客観視することもできるようになりました。日本との文化の違いに悩まされることも多 あ々り
ましたが、それも含め私の人生の中で最も有意義な11カ月間でした。

留学してどんな変化がありましたか？
いい意味で「疑う」ことを学びました。中国に関することに限らず、メディアで報道されて
いることが全て真実とは限りません。“受動的”に吸収するのではなく“能動的”に自分の
意志を持って知ろうとすること、自分の目で見て耳で聞くことの重要性を学びました。
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。
神戸市外大には「外国語を勉強したい」「世界を知りたい」と強い志を持っている
学生が多いです。互いに刺激を与え合い、切磋琢磨し合える仲間に必ず出会える
はずです。入学後の素敵なキャンパスライフを思い描いて、今できることに全力で
取り組んでください。応援しています。

Q
A

Q
A

中国語を通して世界に貢献できるようになりたいです。
希望能够运用汉语，为人类社会做出贡献！

Mon

1限

2限

3限

口语

阅读

视听说

写作

精读

口语

视听说

精读 精读

1週間の授業
Tue Wed Thu Fri

留学先／アルカラ大学（スペイン）

留学期間／２０１４年３月～２０１４年１２月（9カ月）

イスパニア学科4年

　スペインの人々はイメージ通りに情熱的で、優しく愛情の深い方が多かったです。
スペイン国内の各地も、旅行で行ったヨーロッパの国 も々、歴史ある町並みがとても素敵
でしたし、住んでいたアルカラは街自体が世界遺産でとても美しかったです。異なる
言語や文化のなかで生活するのは初めてのことで大変なこともありましたが、思い通り
にならなかったことも頑張ったことも語学の習得も、自分をよりたくましく成長させてくれる
いい経験になりました。また世界中から集まった留学生との交流で、各国の文化や国際
情勢など今まで考えもしなかったことをとても身近に学びました。これらの経験は長期
留学したからこそ得られたもので、しっかりと自分の内面に刻まれていると感じます。

1週間の授業

留学先／UCLA Extension American Language Center（アメリカ）

留学期間／2014年8月～2014年9月（6週間）

第2部英米学科4年

　6週間の留学は長期留学に比べると期間が短いですが、私はこの短期留学だから
こそ中身の濃い、毎日が充実した留学を経験することができました。ランニングチーム
での日々の活動、日本人は私だけの総勢50人による３日間のサンフランシスコへの
ツアー、日本語を学ぶアメリカ人に日本語を教えたりと、貴重な体験をたくさんすることが
できました。また留学先がアメリカということもあり、７カ国もの出身を異にする友人ができ
互いに交流を深める中で、宗教やそれぞれの習慣の違いを実際に肌で感じ、価値観や
考え方の違い等、多くのことを学ぶことができました。帰国後の今も国境を越えて連絡を
とりあうような海外の友人は私にとって何よりの宝物です。

履修科目・時間割を教えてください。
文法、ライティング、リスニングにスピーキングと英語の４つの基本スキルを確実
にする科目を選びました。どのクラスにおいても積極的に発言する機会が
多く、６週間で特にスピーキングが上達したのを身をもって感じました。
留学してどんな変化がありましたか？
さまざまな文化に触れることで、相手の価値観や考え方を受け入れる受容性
と、自分の常識にとらわれない柔軟性を培うことができました。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

真の「国際人」になる。
To be a truly internationally-minded person.

Mon

1限

2限

3限

4限

グラマー

ライティング

リーディング/ディスカッション

リスニング/スピーキング 授業なし

1週間の授業
Tue Wed Thu Fri

留学先／デュースブルグ・エッセン大学（ドイツ）

留学期間／2014年１０月～2015年7月（10カ月）

英米学科4年

　「勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶ。仲間の意見は大切にする。自分と違う
考えを聞くことは、自分の成長にもつながるから。」彼らを見ていると、日々 いろいろなこと
を学ぶことができます。ドイツという国は、多くの優秀な学者を輩出し、EUでは中心的な
存在。福利厚生も厚く、教育費（学生の生活費）も安いという学生にやさしい国でもあり
ます。他国の人と触れ合うことは、“他国の考え方”と触れ合うことにつながります。ドイツ
に限らず、在学中、どこか一度は日本の外に足を踏み入れてみることを皆さんにお勧め
します。その先に待っているのは、自分を成長させてくれる一生涯忘れることのできない
時間だと思います。私がそうであったように。

留学してどんな変化がありましたか？
全然自分に自信がなかったのですが、留学中のいろいろな経験や出会いを
通じて成長でき、少し前向きになって、落ち込むことが少なくなりました。
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。
スペイン語は奥が深く面白いし、世界中のスペイン語文化圏への新しい扉が
開ける偉大な言語です。外大の素敵な先生方と個性的なクラスメートと一緒
に楽しく学びましょう！

Q
A

Q
A

Mi sueño 夢・目標～

スペイン語を使って働く、自立した女性になることです。
Quiero ser una mujer independiente que trabaja utilizando español.

1週間の授業

Mon
１４：００～
１５：００
１５：１５～
１６：４５
１７：１５～
１８：４５

文　化

文　法

会　話

Tue Wed Thu Fri

留学先／モスクワ大学（ロシア）

留学期間／2014年3月～2015年2月（11カ月）

ロシア学科4年

　留学する目的は人それぞれですが、ほとんどの人が共通して経験するのは自分を
見つめ直す機会ができることだと思います。その国の言語や文化だけではなくさまざま
な人の価値観に触れ、悩み、時には新たな自分を発見することさえあります。私が留学
していたモスクワはヨーロッパ一人口が多い国際都市です。街は忙しくせかせかした
都会特有の雰囲気をもちつつ、バレエや美術館など芸術的遺産も数多く存在する
とても魅力ある街です。初めは異文化に戸惑うこともありましたが、少しずつ積極性や
自分を曲げない意志などを養うことができました。

留学してどんな変化がありましたか？
まず人のいいところを見つけ、それを尊重する西洋人たちを見ているうちに、

「良好な関係は、決して非難から生まれることはない。人の悪いところよりいい
ところを見つけるべきだ」と思えるようになったこと。
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。
苦しい１年を乗り越えて、これから受験本番を迎える皆さん。私も４年前同じ
苦しみを味わっているからこそ言えること。ぜひとも合格をもぎとって、世界へ
羽ばたいていってください。心より応援しています。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

“一人の子供”の夢を支えることのできる英語教師になることです。
Ich will in einer Schule Englisch unterrichten. Als Lehrer möchte ich den 
Schülern Mut und Kraft einflößen und sie unterstützen, so dass sie ihren 
Traum verwirklichen können.

1週間の授業

Mon

Tandem 12:00～ Tandem 12:00～

Tandem 15:00～Pragmatics
16:00～18:00

Language variation and
change 16:00～18:00 ドイツ語 16:00～19:30

Introduction to Linguistics
14:00～15:00 ドイツ語 12:00～14:00

Introduction to Linguistics,
performance 15:00～16:00

Japanese Politics
9:00～12:15

Tue Wed Thu Fri

留学先／レジャイナ大学（カナダ）

留学期間／2014年9月～2014年12月（4カ月）

英米学科4年

　留学を通して英語力はもちろんのこと、得られたものはたくさんありました。カナダは
多種多様な人種や文化が存在する国であり、お互いの文化などの違いを尊重しながら
共存している国であったため、大きな刺激を受け、グローバルな視点を身に付けること
ができました。また、それと同時に自国について知ること、誇りを持つことを考えさせられ
て、自分の将来について真剣に向き合ういいきっかけにもなりました。

留学してどんな変化がありましたか？
ロシアの厳しい気候がそうさせるのか、うまくいかないときでもあせらずゆったり
構えるようになりました。また、窮地に追い込まれたときに、とにかくやってみる
という行動力がついたと思います。
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。
自分から飛び込んでみなければわからないことがたくさんあると思います。あきら
めずに自分に自信を持って夢をかなえてください。

Q
A

Q
A

Моя мечта 夢・目標～

モスクワで過ごした日 を々忘れずに、これからもなにかロシアと関わっていきたいです。
Мне хотелось бы, чтобы мое будущее было связано с Россией на 
основе знаний русского языка.

Mon

1限

2限

3限

芸術・絵画

芸術・絵画

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

検定試験対策

検定試験対策

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

1週間の授業

Tue Wed Thu Fri

一番心に残ったことは？
これから一生付き合っていきたい家族同然の友だちや素晴らしい方たちに
出逢えたことです。
留学してどんな変化がありましたか？
相手の意見を尊重したうえで自分の意見を主張し、行動することができるように
なりました。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

日本と世界を繋ぐことに貢献できるような仕事に就いて世界でバリバリ働いていき
たいです。
To work around the world with a job that contributes to connect Japan 
and the world.

Mon

1限

2限

3限

4限

Academic
Discourse

Academic
Discourse

Administration
100

Organizational
Behaviour

Administration
100

Organizational
Behaviour

Tue Wed Thu Fri

未来的目标 夢・目標～
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派遣留学体験談 Study Abroad Experience

留学先／天津外国語大学（中国）

留学期間／2014年2月～2015年1月（11カ月）

中国学科4年

　海外で生活したことのなかった私にとって留学は全くの未知の世界でした。言葉も
習慣もよく分からず、戸惑うことが多くありました。そんな中で中国人だけでなく、世界
各国から留学に来ている外国人の仲間ができたことは私にとってとても貴重な経験と
なりました。語学力を身につけるだけでなく、中国という国そのものを身体で感じること
ができ、また一歩離れたところから日本という国は世界からどう見られているのか、と
客観視することもできるようになりました。日本との文化の違いに悩まされることも多 あ々り
ましたが、それも含め私の人生の中で最も有意義な11カ月間でした。

留学してどんな変化がありましたか？
いい意味で「疑う」ことを学びました。中国に関することに限らず、メディアで報道されて
いることが全て真実とは限りません。“受動的”に吸収するのではなく“能動的”に自分の
意志を持って知ろうとすること、自分の目で見て耳で聞くことの重要性を学びました。
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。
神戸市外大には「外国語を勉強したい」「世界を知りたい」と強い志を持っている
学生が多いです。互いに刺激を与え合い、切磋琢磨し合える仲間に必ず出会える
はずです。入学後の素敵なキャンパスライフを思い描いて、今できることに全力で
取り組んでください。応援しています。

Q
A

Q
A

中国語を通して世界に貢献できるようになりたいです。
希望能够运用汉语，为人类社会做出贡献！

Mon

1限

2限

3限

口语

阅读

视听说

写作

精读

口语

视听说

精读 精读

1週間の授業
Tue Wed Thu Fri

留学先／アルカラ大学（スペイン）

留学期間／２０１４年３月～２０１４年１２月（9カ月）

イスパニア学科4年

　スペインの人々はイメージ通りに情熱的で、優しく愛情の深い方が多かったです。
スペイン国内の各地も、旅行で行ったヨーロッパの国 も々、歴史ある町並みがとても素敵
でしたし、住んでいたアルカラは街自体が世界遺産でとても美しかったです。異なる
言語や文化のなかで生活するのは初めてのことで大変なこともありましたが、思い通り
にならなかったことも頑張ったことも語学の習得も、自分をよりたくましく成長させてくれる
いい経験になりました。また世界中から集まった留学生との交流で、各国の文化や国際
情勢など今まで考えもしなかったことをとても身近に学びました。これらの経験は長期
留学したからこそ得られたもので、しっかりと自分の内面に刻まれていると感じます。

1週間の授業

留学先／UCLA Extension American Language Center（アメリカ）

留学期間／2014年8月～2014年9月（6週間）

第2部英米学科4年

　6週間の留学は長期留学に比べると期間が短いですが、私はこの短期留学だから
こそ中身の濃い、毎日が充実した留学を経験することができました。ランニングチーム
での日々の活動、日本人は私だけの総勢50人による３日間のサンフランシスコへの
ツアー、日本語を学ぶアメリカ人に日本語を教えたりと、貴重な体験をたくさんすることが
できました。また留学先がアメリカということもあり、７カ国もの出身を異にする友人ができ
互いに交流を深める中で、宗教やそれぞれの習慣の違いを実際に肌で感じ、価値観や
考え方の違い等、多くのことを学ぶことができました。帰国後の今も国境を越えて連絡を
とりあうような海外の友人は私にとって何よりの宝物です。

履修科目・時間割を教えてください。
文法、ライティング、リスニングにスピーキングと英語の４つの基本スキルを確実
にする科目を選びました。どのクラスにおいても積極的に発言する機会が
多く、６週間で特にスピーキングが上達したのを身をもって感じました。
留学してどんな変化がありましたか？
さまざまな文化に触れることで、相手の価値観や考え方を受け入れる受容性
と、自分の常識にとらわれない柔軟性を培うことができました。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

真の「国際人」になる。
To be a truly internationally-minded person.

Mon

1限

2限

3限

4限

グラマー

ライティング

リーディング/ディスカッション

リスニング/スピーキング 授業なし

1週間の授業
Tue Wed Thu Fri

留学先／デュースブルグ・エッセン大学（ドイツ）

留学期間／2014年１０月～2015年7月（10カ月）

英米学科4年

　「勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶ。仲間の意見は大切にする。自分と違う
考えを聞くことは、自分の成長にもつながるから。」彼らを見ていると、日々 いろいろなこと
を学ぶことができます。ドイツという国は、多くの優秀な学者を輩出し、EUでは中心的な
存在。福利厚生も厚く、教育費（学生の生活費）も安いという学生にやさしい国でもあり
ます。他国の人と触れ合うことは、“他国の考え方”と触れ合うことにつながります。ドイツ
に限らず、在学中、どこか一度は日本の外に足を踏み入れてみることを皆さんにお勧め
します。その先に待っているのは、自分を成長させてくれる一生涯忘れることのできない
時間だと思います。私がそうであったように。

留学してどんな変化がありましたか？
全然自分に自信がなかったのですが、留学中のいろいろな経験や出会いを
通じて成長でき、少し前向きになって、落ち込むことが少なくなりました。
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。
スペイン語は奥が深く面白いし、世界中のスペイン語文化圏への新しい扉が
開ける偉大な言語です。外大の素敵な先生方と個性的なクラスメートと一緒
に楽しく学びましょう！

Q
A

Q
A

Mi sueño 夢・目標～

スペイン語を使って働く、自立した女性になることです。
Quiero ser una mujer independiente que trabaja utilizando español.

1週間の授業

Mon
１４：００～
１５：００
１５：１５～
１６：４５
１７：１５～
１８：４５

文　化

文　法

会　話

Tue Wed Thu Fri

留学先／モスクワ大学（ロシア）

留学期間／2014年3月～2015年2月（11カ月）

ロシア学科4年

　留学する目的は人それぞれですが、ほとんどの人が共通して経験するのは自分を
見つめ直す機会ができることだと思います。その国の言語や文化だけではなくさまざま
な人の価値観に触れ、悩み、時には新たな自分を発見することさえあります。私が留学
していたモスクワはヨーロッパ一人口が多い国際都市です。街は忙しくせかせかした
都会特有の雰囲気をもちつつ、バレエや美術館など芸術的遺産も数多く存在する
とても魅力ある街です。初めは異文化に戸惑うこともありましたが、少しずつ積極性や
自分を曲げない意志などを養うことができました。

留学してどんな変化がありましたか？
まず人のいいところを見つけ、それを尊重する西洋人たちを見ているうちに、

「良好な関係は、決して非難から生まれることはない。人の悪いところよりいい
ところを見つけるべきだ」と思えるようになったこと。
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。
苦しい１年を乗り越えて、これから受験本番を迎える皆さん。私も４年前同じ
苦しみを味わっているからこそ言えること。ぜひとも合格をもぎとって、世界へ
羽ばたいていってください。心より応援しています。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

“一人の子供”の夢を支えることのできる英語教師になることです。
Ich will in einer Schule Englisch unterrichten. Als Lehrer möchte ich den 
Schülern Mut und Kraft einflößen und sie unterstützen, so dass sie ihren 
Traum verwirklichen können.

1週間の授業

Mon

Tandem 12:00～ Tandem 12:00～

Tandem 15:00～Pragmatics
16:00～18:00

Language variation and
change 16:00～18:00 ドイツ語 16:00～19:30

Introduction to Linguistics
14:00～15:00 ドイツ語 12:00～14:00

Introduction to Linguistics,
performance 15:00～16:00

Japanese Politics
9:00～12:15

Tue Wed Thu Fri

留学先／レジャイナ大学（カナダ）

留学期間／2014年9月～2014年12月（4カ月）

英米学科4年

　留学を通して英語力はもちろんのこと、得られたものはたくさんありました。カナダは
多種多様な人種や文化が存在する国であり、お互いの文化などの違いを尊重しながら
共存している国であったため、大きな刺激を受け、グローバルな視点を身に付けること
ができました。また、それと同時に自国について知ること、誇りを持つことを考えさせられ
て、自分の将来について真剣に向き合ういいきっかけにもなりました。

留学してどんな変化がありましたか？
ロシアの厳しい気候がそうさせるのか、うまくいかないときでもあせらずゆったり
構えるようになりました。また、窮地に追い込まれたときに、とにかくやってみる
という行動力がついたと思います。
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。
自分から飛び込んでみなければわからないことがたくさんあると思います。あきら
めずに自分に自信を持って夢をかなえてください。

Q
A

Q
A

Моя мечта 夢・目標～

モスクワで過ごした日 を々忘れずに、これからもなにかロシアと関わっていきたいです。
Мне хотелось бы, чтобы мое будущее было связано с Россией на 
основе знаний русского языка.

Mon

1限

2限

3限

芸術・絵画

芸術・絵画

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

検定試験対策

検定試験対策

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

ロシア語会話

ロシア語文法

ロシア語読解

1週間の授業

Tue Wed Thu Fri

一番心に残ったことは？
これから一生付き合っていきたい家族同然の友だちや素晴らしい方たちに
出逢えたことです。
留学してどんな変化がありましたか？
相手の意見を尊重したうえで自分の意見を主張し、行動することができるように
なりました。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～

日本と世界を繋ぐことに貢献できるような仕事に就いて世界でバリバリ働いていき
たいです。
To work around the world with a job that contributes to connect Japan 
and the world.

Mon

1限

2限

3限

4限

Academic
Discourse

Academic
Discourse

Administration
100

Organizational
Behaviour

Administration
100

Organizational
Behaviour

Tue Wed Thu Fri

未来的目标 夢・目標～


