
異文化間コミュニケーションⅠ（フィリピン） 2020 年 2月 17日～3 月 10 日 
 

氏名 学年 コメント 

K.T. ３ 勇気を出してしゃべることで人生が変わると思い挑戦したら本当に変わった。言葉の壁はあるが、

ジェスチャーを利用することで相手も言いたいことを理解してくれる。これが今回の研修で一番学

んだことである。 

R.T. ３ フィリピンには日本と違う文化が多くあり、風景も道を歩く人の雰囲気も全く違うところだった。

周りを歩く人はゆったりしていて、日本みたいなせっかちな人が多い国よりも何か安心感があり、

そういうところにも異文化を感じた。 

Y.M. ２ 参加するまでは言語面などに不安もあったが、正直な感想としては「何とかなる」と感じた。言語

が完璧に通じない時などでのコミュニケーションの仕方などを学ぶことができたと思う。 

R.K. １ フィリピンはいい国であると思いました。しかし、貧困がとても問題であると思いました。道端に

は家がない人がたくさんいました。そして、子どもが「お金ください」と寄ってきました。中心街

にはショッピングモールや高級ホテル、豪華なマンションが並んでいますが、街から少し離れれば

排水設備も整っていない道や簡素な家が多く見られました。日本の当り前とは全然違うんだと思い

ました。 

T.K. １ 実際に行ってみて思ったのは発音が全く違い過ぎて話が通じないことでした。思うように言葉が出

てこなくて挫けることもありました。それでも日に日に言葉を考え自分で調べることで気づけば知

らない単語も分かるようになっていたりと、とても自分の中では成長しているなと気付くことがあ

りました。行くか行かないかで悩んで行った結果、とても行ってよかったなと思いました。 

N.K. １ この三週間で多くのことを体験し、学ぶことができて本当に良かったと思う。また、自分より小さ

い子が食料を求めて夜に歩いていたり、水たまりで体を洗っている姿などを見て、日本での生活は

とても恵まれていると感じた。私たちが今、普通に大学に行けて勉強ができていることや、質の良

い生活を送れていることに感謝しなければならない。 

K.K. １ この留学は歴史について深く考える機会になりました。コレヒドール島では私はすごく衝撃を受け

ました。コレヒドール島は日本とすごく関わった島ということが分かりました。ツアーの中で日本

軍が掘ったトンネルに入ることができました。そこには私達だけでなくアメリカからの観光客と思

われる人もいました。このトンネルを作った時代には敵対して攻撃し合った国の人達と同じところ

を見学しているとどんな思いで見ているのか気になりました。 

Y.K. １ フィリピンで現地の大学に通ったり、観光地を巡ったりして、英語を学ぶと同時にフィリピンの文

化や歴史なども学ぶことができました。研修の中では、ユニカセの子どもたちに会ったことも印象

に残っています。貧しい子どもたちだそうですが、みんな元気で可愛くて、言葉が通じなくても仲

良くなることができました。またいつか会うことができたらいいなと思います。 

R.T. １ フィリピンで通った UST（サント・トマス大学）では日本の文化に興味のある学生や日本語が話せ

る学生がたくさんいた。UST では英語の基本的なことを学んだり日本で有名な現代の建造物や場

所についてグループで発表したりした。大学の中にレストラン棟があったり、博物館があることに

驚いた。日本では１日 3 食だが、フィリピンでは 1 日 5 食というところにも違いを感じた。 

 

 



M.M. １ 異文化に触れ、日本では体験できない事がたくさんあり、とても新鮮だった。英語については、常

に英語を使うことで自ら相手に話そうという意欲が出た。サント・トマス大学の学生達が真剣に話

を聞いてくれたおかげで、「完璧な文法で話さないといけない、失敗はだめだ」という考え方から、

完璧でなくても大丈夫だと安心した。 

R.M. １ 授業では各グループに学生がついてくれ、分からなかったところや上手く聞き取れなかったところ

があると教えてくれたので授業についていきやすかった。また授業で習ったことを実際に校舎外に

出て実践することができた。学外でもおすすめの店に連れて行ってくれたり、おすすめスポットを

教えてくれたので、自由時間も楽しく過ごせた。 

N.Y. １ 私は英語力向上の目的でこの留学に参加しましたが、現地に行くとフィリピン料理と日本食との風

味や食材の違い、お金の価値の違い、交通の違いなど日本との様々な違いを感じることができまし

た。また、日本ではほとんど見ることのないストリートチルドレンなどの路上生活者を実際に目で

見て驚きました。日本ではできない体験・経験ができ、本当にフィリピンに行くことができてよか

ったと思いました。 

N.T. １ この留学ではたくさんのことを学ぶことができた。英語はもちろんのこと、フィリピンの歴史であ

ったり、人間力的な部分、日本とのギャップなどが学べた。英語は、だんだん慣れてきて現地でた

くさん友達ができても会話が全くつながらず、現地の友達に気を使わせてしまう部分も多かった。

そこで、日本に帰っても英語学習は続けようと思い、最近英会話スクールに通いだした。しかし日

本で勉強するより現地の環境に飛び込んだほうが英語力の伸び方が違った。SNS ツールを使って

今でも友達との交流は続いているので、いろいろなやり方で英語力を伸ばしたい。 

H.I. １ 私がフィリピンに来て特に衝撃を受けたのは、現在ホームレスになってしまっている人たちは生活

保護金をもらえることを当たり前に思っており、ある時突然もらえなくなったことでホームレスに

なってしまうということだった。特に女性や子どもが目立ち、家族連れでホームレスになっている

人もいるということだ。貧困や薬物中毒、家庭崩壊、障がいなど多くの原因があり、一度ホームレ

スになってしまった人たちはそこから社会復帰するにはあまりにも壁が多い現実がある。フィリピ

ンの綺麗な所だけではなく、悲しいところも知ることができた。 

T.N. １ 一番印象に残っているのは、フィリピンの子どもたちの貧困問題やストリートチルドレンなどの問

題に取り組んでいる日本人の方の施設に伺ったことです。フィリピンの教育の現状を知ることので

きる時間として、私にはとても関心が高かったです。フィリピンの子どもたちの中には十分な教育

を受けることができていない子も多く、改めて日本の教育環境の高さを実感しました。 

K.M. １ この留学の中で私が主に、自分の英語力の無さを実感させられました。多くの人と会話する中で、

名詞や動詞が出てこなくて文法がごちゃごちゃになることがよくありましたが、滞在して２週間経

ってから話しかけられた時に、すぐ日本語に組み換えられたので、理解力が伸び、リスニング能力

が上がってきたと感じました。 

  



異文化間コミュニケーションⅢ（アメリカ） 2020 年 2月 23 日～3 月 24日 
氏名 学年 コメント 

Y.K. ２ 授業で幅広いジャンルについて学んだのでアメリカの生活や政治の仕組みなどを知ることがで

きとても勉強になった。難しい内容ではあるがそれを英語で話し合ったりするので、幅広いジャ

ンルについて日本についての知識をある程度は頭に入れておいた方が話し合う時に少し楽にな

るのではないかと感じた。 

K.M. ２ アメリカ留学で私は様々な体験をした。一番身についたものは度胸だと思う。英語しか話せない

環境で伝えたい内容が伝わらなかったらどうしようなどといった不安が最初はあった。留学が終

わるまでその不安がなくなることはなかったが、初めに比べると少しは自信がついたと思う。 

 
海外インターンシップ（オーストラリア） 2020年 2月 25 日～3 月 15 日 

氏名 学年 コメント 

K.M. ２ インターンシップはホテルの飲料部で行いました。受け入れ先が星付きのホテルだったので緊張

しましたが、スタッフの方々がとても優しく、私をフォローしていただいたのでミスすることな

く業務をこなすことができました。その中でも培うことができたことは、とにかくコミュニケー

ションをとり、周りに気を配りながら目の前の仕事に真摯の取り組んでいくことを学びました。

現地スタッフとの研修では、相手とのコミュニケーションで簡略して分かりやすく伝えられるか

を鍛えてもらいました。最初は難しく感じましたが、繰り返し行っていくうちに出来ていくこと

に実感が湧いてきました。 

 
カンボジア短期研修  2020 年 2月 16日～25 日 

氏名 学年 コメント 

N.T. ２ このカンボジア研修に参加して、カンボジアの文化や人々に触れることで、カンボジアについて

の理解を深めることができました。また、一緒に小学校で作業していく中で、現地の大学生たち

と仲良くなることができた事はとても嬉しかったです。私は今回、改めて英語の大切さに気付く

ことが出来ました。翻訳機等を通してコミュニケーションを取るよりも、直接言語を交わすこと

の大切さを実感しました。 

M.O. ２ この研修では、相手に自分のアイディアや意見を伝えることが重要だと学んだ。現地の学生は意

見交換を密に行っており、何か行動をとる時にスムーズにできていることが多いように感じた。

私もそれを見習って、自分の意見を常に持ってそれを伝えていけるような人になろうと思いまし

た。 

M.K. ２ 研修に参加して一番学んだことは、国が違ってもコミュニケーションが一番大切だということだ

った。英語で話すこと、会話することにすごく苦労したけれど、何とか伝えようと努力した結果、

少しずつだが仲が深まって色々な話が出来るようになった。 

Y.F. １ 今回の研修で自分の語学力がないせいで、現地の方々とコミュニケーションを取ることが出来ず

悔しい思いをたくさんしました。次に行く時にはもっと語学力を身につけたいと思いました。 

  



イギリス短期研修 2019 年 8月 17 日～9 月 9日 
氏名 学年 コメント 

T.I. ３ 様々な国の学生と共に英語を勉強した。対話が多く、自信がついた。 

H.K. ３ 研修に行く前は、3 週間は長くて楽しくないのかな、と感じていたが、行ってからはあっという

間で、日本ではできない経験がたくさんできた濃い 3 週間となった。英語が全然できなくても、

現地で英語に触れ、それに加えて授業をすれば可能性が広がった。これからもっと英語の勉強を

したいと思った。 

S.M. １ 初めての研修だったため、ホストファミリーのことや学校のことでとても心配でしたが、実際に

行ってみると周りの人がとても親切で楽しく過ごせた。グループワークが多かったため、いろん

な人とコミュニケーションがとれた。現地の先生もとても接しやすく、とてもいい思い出になっ

た。 

M.U. 短１ 日本は早め早めの行動が良いとされるが、イギリスは時間ピッタリか少し遅れ気味が良いとされ

ている事がわかった。 

M.K. 短１ ホストファミリーと上手くコミュニケーションが取れるか心配だったが、とても優しく対応して

くれて、毎日楽しく過ごすことできた。学校もいろいろな国の人がいるので、色んな国の人と交

流したら、イギリスだけでなく違う国のことも知ることができるので、学校に行くのが楽しかっ

た。 

H.F. 短１ たった３週間だったが、人生の中で一番と言っていいほど素晴らしい経験ができた。海外の文化

を間近に目に焼きつけることができた。授業の形態、人間性、町並み、設備、衛生面など、全部

日本とは異なっており、とても新鮮だった。19 才にして初めてのことが多過ぎて、何もかもが勉

強になった。日本に帰ってきても海外での経験が頭から離れられず、アルバイト先でも外国人と

英語でコミュニケーションをとることがとても楽しい。 

 
短期中国語研修 2019年９月８日～22 日 

氏名 学年 コメント 

K.K. １ 授業内では、毎日ピンインの練習をしました。中国語は発音が正しくないと伝わらないので、正

しい発音を現地の先生から教わることができました。他には、数字や挨拶、曜日など日常のこと

を教わりました。教室外では、日本語専攻の学生と１対１の会話をしました。そこでは中国語を

勉強したり世間話をしたりと自由に過ごしました。 

N.S. １ この研修に参加して一番学んだことは、改めて語学の楽しさを知ったことと、中国の食事がとて

もおいしかったということです。親元を離れて自分で生活し、日本語の通じない場所で生活して

いくことはとても良い経験となりました。また、今まで勉強してきた語学を活用する時なので、

自分の実力もよくわかり、モチベーションもとても上がりました。 

  



短期韓国語研修 2019年 8 月 11 日～24 日 
氏名 学年 コメント 

H.M. ３ 日韓関係が悪い時で心配だったが、何も心配することはなかった。韓国人は情がありとてもあたた

かい。韓国の生活だけでなく、一緒に参加した人達との出会いなど、全てが一生涯の宝物になった。 

A.M. ３ 日本ではあまり経験できない K-POP のダンスや書道も日本とはまた違い、とても楽しかったで

す。また、バディの方たちと買い物に行ったり、ご飯を食べに行ったりできました。 

S.A. １ 先生が全く日本語が話せない人だったので、授業も全て韓国語で行われ、とてもためになりました。 

S.F. １ 礼儀、料理教室、ダンス、書道の授業は、どれも韓国人の先生でした。とても楽しかったです。授

業によっては日本語の上手なバディが一緒に来てくれ、日本語に通訳してくれました。また、日韓

関係の心配をされましたが、全く心配いりませんでした。道端で韓国人の方に助けてもらったり、

日本人と知り声をかけてくださる方も多く、良い人ばかりでした。 

T.F. １ 現地の先生はとても優しく、また、分からないことがあっても日本人の先生がいらっしゃるので安

心でした。先生は、理解するまで一生懸命教えてくれました。 

Y.M. １ K-POP ダンス教室や韓国伝統料理教室、書道教室、韓服（チマチョゴリ）体験、伝統楽器体験な

ど、実際に色々な体験ができてとても楽しかったです。ダンスや料理、書道や楽器など各分野で専

門の先生が丁寧に教えてくださって、すごく満足のいく授業でした。また、国際的なコミュニケー

ションをすることで、自分への自信にもなりました。 

Y.I. １ 違う文化や言語、人に触れてみて学ぶことが多くありました。国は違うけど同じ大学生なので進路

の話や世間話をしていくうちにいろんな考え方を学び、視野が広がったと感じました。 

H.Y. 短１ ２クラスに分かれ、私は韓国語の基礎を学びました。先生は日本語を話せなかったが、英語や絵、

たまに翻訳機を使って教えてくれました。教室外ではダンス、韓国料理、韓国の書道を習いました。

他には韓国の礼儀作法と韓国の楽器を使った授業もありました。どれも楽しく学ぶことができまし

た。 

F.A. 短１ とても楽しくまた行きたいと思える研修でした。研修を通して友達も増え、バディの方とも仲良く

なれました。 

M.E. 短１ すべて楽しく行ってよかったと思ったが、言葉が通じなかったことが困った。もっと勉強していけ

ばよかったです。 

 


