
コロナ禍で留学がまだ実現していない、後期から大学に通う予定だった外国人学生の方々に
オンラインで直接インタビューしてみました！早く無事に日本に来られるといいですね　　外大生一同待っています

留学予定の
学生にインタビュー！

1. Why did you decide to come to Japan?（なぜ日本に来ようと
思いましたか？）
ー 日本文化が大好きだから。
ー スタジオジブリのアニメ、特に「千と千尋の神隠し(Spirited 

Away)」が好きで小さい頃から日本に来たかったから。
2. Where would you like to go (in Japan)? / What would you 

like to eat (in Japan)?　（日本のどこに行きたいですか？何を食べ
たいですか？）
ー 奈良、京都、沖縄（海がきれいだから）/たこ焼き、焼きそばなど

3. What’s your impression of Japan or Japanese people? (日 本
もしくは日本人の印象は？ )
ー日本人は優しくて素敵ですね。
ー敬語を使うのが難しいという印象です。

4. What will you learn in Japan? （日本で何を学ぶつもりですか？）
ー日本語と日本料理の調理の仕方です

5. Is there anything about your country that you want 
Japanese people to go or eat?

（自分の国（イギリス）のことに関して、日本人に訪れてもらいたいま
たは食べてもらいたいものは何かありますか？）
ーロンドンのカムデン・タウン←日本の原宿に似ています
ー世界中からたくさんの人が来ます。すごくおしゃれな町です
ー食べ物はフィッシュアンドチップスとローストビーフです

6 How has the COVID-19 pandemic changed you, lifestyle 
etc.? （コロナの流行のせいで生活などはどんな風に変わりました
か？）
ーコロナ流行のせいで私自身大きく変わりました。

今、みんなマスクをしなければいけないことは
すごく不思議です。でもこれが一番安心な方法
だと思います。

ーコロナ流行のせいで怠け者になってしまいまし
た。だって家に一日中いなければいけないから。

7. Message to our university students. （外 大 生
にむけてメッセージをください）
ー勉強するいい機会をくださってありがとうござ

います。たくさん友達を作りたいです
Emily
(英国籍 21歳)

1.Why did you decide to come to Japan?　（日本に来ようと思っ
たきっかけは？）
数年前に行って、日本にいた時間が足りないと感じ、もう少し過ごした
いと思ったから。大学に行って、日本語を専門的に学びたいと思った。

2.What do you like about Japan? （日本の好きなところは何ですか？）
変わっているかもしれないが、100円ショップが好き。イギリスにも
1ポンドショップはあるが日本にあるようなものは売っていない。椅
子の足の靴下とか笑

3.What did you do when you were staying in Japan before?(以
前日本にいたときはどんなことをしていた？）
京都にある日本語センターで、2年間勉強した。アルバイトは、3歳か
ら60代の人に英語を教えていた。教えた経験がなかったが、生徒と一
緒に成長できた。

4.Is there anything about your country that you want Japanese 

people to go? （イギリスのおすすめの場所）
コッツウォルズやピークディストリクトは自然が豊かでおすすめ。故
郷であるシェフィールドも緑が多くておすすめ。

5.What movie do you like? （好きな映画は？）
もののけ姫。話が深くて綺麗に描かれていたから。

6.What Japanese food do you like? （日 本 の 食 べ
物で好きなものは？）
親子丼。日本に来て初めての和食はなか卯の親子
丼だった。それからほぼ毎日食べていた笑

7.Message to our university students. （外 大 生
にひとこと）
神戸に行って大学で勉強するのがとても楽しみ。
直接会うのをとても楽しみにしている。 Megan

(英国籍 27歳)

1. Why did you start studying Japanese? （どうして日本語を学ぼ
うと思ったの？）
初めて勉強をしようと思ったきっかけは、ゲームであった。日本人と
コミュニケーションを取ってとても面白かったから。

2. What do you like to do? （何をするのが好きですか？）
バイクに乗るのが好き。特にツーリングに行って、
自然を見るのが大好き。

3. Is there anything about your country that 
you want Japanese people to go? （イ ギ リ ス
のオススメの場所はどこですか？）
自然の多いピークディストリクトの国立公園が綺
麗。険しい感じで崖とかがあって、アウトドアアク
ティビティなどもある。あとはコッツウォルズの
国立公園。代表的なイギリスや歴史を感じられる。

4. Is it hard for you to catch Japanese dialect? 

(日本語の方言は聞き取りにくい？？ )
むしろ、関西弁の方が親しみがあるし分かりやすい！

5. Is there anything you are worrying about staying in Japan? 
(日本に来ることに不安はある？ )
日焼けが怖い！あと暑いのが凄く苦手。イギリスはあまり暑くないか
ら、日本の暑さが耐えられるか分からない。でもイギリスにエアコン
はあまりないから、エアコンの効いた部屋に入るのは少し楽しみ。

6. Message to our university students. (外大生にひと言ください)
実際にみんなと会いたい。私が知っている限りではイギリス人はみん
な本当にいい人であまり英語が話せなくても笑うような人はいない
よ。英語が難しくても気にせず、気軽に話しかけて欲しい！

7. What kanji (Chinese character) do you like? (好きな漢字はな
んですか？ )
紅茶。イギリスではblack teaというが、日本語では赤色で表してい
るのが好き。

Jack
(英国籍 21歳)
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