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『留学経験って将来にどう活きるんだろう？』
そんな疑問を持つあなたに読んでもらいたい

インタビュー記事が盛り沢山！
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2 0 2 1年文学部卒業予定
卒業後は大学院へ進学予定。

留学によって卒業後の進路が
明確になった池田さん。

自分が「楽しい」と思うものを
素直に追求することで見えた先の進

路とは？

早稲田
大学学

生留学
アドバ

イザー
　キャ

リア班
企画

2 0 1 2年理工学部卒業
総合商社でのファーストキャリアを
経て、現在は人材育成業界で活躍中。

留学を通じて「日本から世界へ」という想いが
強まった門脇さん。どのような経緯で
総合商社を選び、現在に至るのか。

深田悠太さん

2 0 2 1年国際教養学部卒業予定
卒業後はITコンサルタントとして勤務予定。

留学は「語学力向上などのハード面での
成長のみならず、内面的な成長を与えて

くれる！」と語る高岡さん。
留学先で何を学び、現在に至るのか。

留学経験のある本学卒業生及び
現役学生５名にインタビュー！

2 0 2 0年教育学部卒業
IT業界にて活躍中。

教師を目指して留学を決意した
深田さん。留学を経て、就職先に
IT業界を選んだ理由とは？

2 0 2 0年政治経済学部卒業
組織人事コンサルタントとして活躍中。

留学での課外活動がキャリア選択に
大きく影響を与えた山田さん。留学
で得たスキルはキャリアにおいて

どのように活きるのか？

門脇正明さん

高岡春菜さん 池田裕行さん
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人生のターニングポイントとしての
「留学」が如何に先輩たちの人生に
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門脇正明さん
2012年理工学部卒業

Q. 留学のきっかけはなんですか？
A. きっかけになったのは北京大学への短期
留学でした。北京で学生と交流する機会があ
りましたが、中国語での交流ができず、会話
が自ずと英語になっていった中で、英語力の
差というのを痛感しました。そこで、中国語
の前に英語力を向上させなきゃいけないなと
思ったのがきっかけで留学を決めました。

留学先：

・アメリカ アイオワ州
・コー・カレッジ
・TSA（現在のCS-L）

留学で得たこと：

・英語力の向上

・多様な価値観を受容する
キャパシティ

キャリア：

・新卒で総合商社に入社

・現在は人材育成会社にて
講師として活躍中



留学で得たこととして、英
語力の向上は大前提として
あります。その上で最大の
学びになったのは、多様な
価値観を受容するキャパシ
ティが広がったことだと思
います。

Q. 留学先ではどのような経験をしましたか？
A. 留学先では日本の話やアメリカではこういう考えなんだみたいな話をよく話し
たり聞いたりしました。お互いの考え方や自分が知らない価値観に触れ合える機会
があり、こんな世界もあるんだと気づけたという意味ではすごく大きな経験だった
と思います。また、留学先には様々な国籍の人がいたので、常に多様な考え方をそ
の場で感じることができました。

Q. そのような経験を経て、将来やキャリアの考えは変わりましたか？
A. 変わったというよりも、もともと持っていた思いが確固たるものになったと思
います。留学以前からファーストキャリアは総合商社を希望していたので、留学を
経てその気持ちがさらに強まりました。留学に行ったことによって日本のプレゼン
スをもっと世界で高めていきたいという思いや多様な人々と仕事ができる環境に身
をおきたいと強く思うようになりました。また、英語力を身に付けたので、日本だ
けじゃなく世界で仕事ができたら良いなとおぼろげながらに思っていました。日本
で働きたい気持ちはあるけれど日本を中心に世界で働きたいと思ったときに、総合
商社が魅力的だと思いました。商社はひとつの商材を介して、様々な業界の人々と
コミュニケーションがとれると思いました。その意味では多様な価値観、色々な
人々と仕事ができるというところが、自分の考えとマッチングしたと思いました。



Q. 新卒で入社された企業ではどのような仕事をされていましたか？
A. 新卒で総合商社に入社し、ファッション系の部署に配属されました。また、ファッ
ション系の部署の中でも自分が配属された課では、当時、中国のアパレル企業に投資し
ようとしていました。そのため、自分は投資の意思決定に関わる情報収集の仕事をメイ
ンに行っていました。1年程投資支援業務をした後、子会社に出向して営業活動をしま
した。例えば、お客さんが洋服を作りたいとなったときに、私の会社が提携している工
場で作りましょうと提案します。そして成約できたのちには、材料の輸入からお客さん
に販売するまでの物流や品質管理を行っていました。その後は、子会社から本社に戻っ
て生活事業開発部という身の回りのものをなんでも扱う部署に移動しました。そこでは、
ティッシュなどに使われる原料を海外から輸入し、日本や中国に売るという仕事をして
いました。

Q. 現在はどのような仕事をされていますか？
A. 現在勤めている会社では企業研修の講師を務めています。講師は、開発部が作った教
材のパーツを組み合わせて教材を作って、講義をします。教材のパーツを顧客の要望にあ
った構成にしたり、ストーリーがちゃんと繋がるように自分で考えて講義をします。また、
講師以外にも営業や社内業務を担当しています。

Q. 最後に後輩の学生達へのメッセージをお願いします！
A. 学生時代何をすればよいか？とよく聞かれるのですが、「これをやったらいい！」と
いう答えはないと思います。皆さんがどんな社会人になりたいか、どんな働き方をしたい
か、もっと言うならどんな生き方をしたいかを想像して、そこから逆算して何をすべきな
のかを考えて欲しいです。本を読むのか、色んな人と交流するのか、とにかく社会との接
点を持つためにバイトをするのか、旅行しまくるのか、何でもいいです。社会人になると
学生時代のように1ヶ月単位でまとまった休暇を取ることは難しいので、まとまった休暇
を使わないとできないことを考えるのもいいですね。その経験が皆さんを作るので、目先
のことに飛びつくのではなく、将来から逆算したやるべきこと・やりたいこを考えてみて
ください。

Q. 転職はどのようなきっかけから志しましたか？
A. もっと手触り感のある仕事がしたいし、もっと自分が行ったアクションに対し、直
接反応がかえってくる仕事がしたいと思ったのが転職のきっかけになりました。そのよ
うな手触り感のある仕事がしたいと転職エージェントに相談したところ今の会社を紹介
されました。自分が人材育成会社の講師になるというイメージはなかったのですが、会
社の考え方や仕事のスタイルを見ていくうちに現在の会社に惹かれ、現在の会社に転職
することを決めました。

編集後記：

門脇さんは、留学を通じて日本から世界へという想いがより強くなり総合商
社に入社されました。また、留学中にはHuman Resources（人事）関係の授業
も受講されていたようで、現在の人材育成会社の講師というキャリアにもつ
ながりがあるとおっしゃっていました。
これらのお話から、留学がいかにキャリアに影響を与えるかということを感
じられました。貴重なお話をありがとうございました。



深田悠太さん
2020年教育学部卒業

Q. 留学のきっかけはなんですか？
A. 元々学校の英語の教師になりたいと思い、教育
学部の英語英文学科に入りました。しかし、英語の
教師になる前に海外留学を経験することで生徒に伝
えられることが増えるのではないかと思ったことが
きっかけのひとつです。あと、高校の時の英語教師
から留学の話を聞くうちに大学生になったら絶対留
学行こうと高校２年生の時から自然と思うようにな
っていました。

留学先：
・アメリカ カリフォルニア
州
・カリフォルニア大学アーバ
イン校
・ CS-L

留学で得たこと：
・英語力の向上
・行動力

・新たに自分のやりたいこと
の発見

キャリア：
・日系IT企業



Q. 留学を経て将来やキャリアの考えは変わりましたか？
A. 留学を通して英語を教える立場よりも英語を使う立場、英語で何かをする立場になる道
も面白いなと思うようになりました。英語を使って様々な人々と働いてみたいと思いました。
日本人以外の人とパーティを企画したり、相談したりする中で、日本人だけなら出てこない
アイディアや多様な考え方に触れられて、とても楽しく感じました。それが仕事の中でもで
きたら、面白くなるのではないかと思いました。

Q. 帰国後の就活において、留学経験は役に立ちましたか？
A. とても役に立ちました。英語力をアピールできましたし、留学中の過ごし方も評価され、
面接などで確実に有利であったと思います。自分の周りでも留学経験があることが就活で有

利に働いた印象は結構あります。それ以外でも、面接で留学中のエピソードが好印象だった

ことに加えて、留学中の行動力がそのまま就活でも生かされたと思います。様々な就活イベ

ントに行って話しを聞いたり、アドバイスをもらったりという行動も、留学で積極的に動い

ていたからこそ就活でも行動力を発揮できたと思います。

Q. 留学ではどのような経験をしましたか？
A. 毎日の思い出が鮮明に残っていて、特にルームメイトたちとの思い出が印象深いです。
ルームメイトと仲良く暮らしていた日々が自分にとっては家族と暮らしているかのように感

じていました。また、サークルの友人と女装パーティをしたことがあります。女装が完成し

たタイミングで、みんなでその格好で近くのハンバーガー屋さんに行きました。みんなで歩

いてる姿を他の現地学生に撮られて、その写真が大学のコミュニティで軽くバズりました

（笑）

留学を通して、英語を教えるので

はなく、英語を使って様々な世界

の人々と働いてみたいと思うよう

になりました。



Q. 最後に後輩の学生達へのメッセージをお願いします！
A. 留学中は、留学中でしかできないことが多くあると思います。自分がこれまで触れ合った
ことのなかった人と価値観をぶつけあう中で、身につくものがあると思っていて、それによっ

て視野が広がることもあると思います。また、様々な人の話を聞く中で（例えば自分と全く違

う専攻の人の話聞くこと）自分の考え方が広がることを感じました。大学生の時の海外留学は

人生で1度しかできない経験なので、留学を通じて見つけたものは、特に就活を意識しなくて
も自ずと結びついてくるのではないかと思います。

編集後記：

深田さんは、留学での経験を経て英語教師になるというキャリアプランを変更し、
日系IT企業に就職されました。もともとは英語教師になる際に役立つと考えていた
留学が、実際に留学先の人々と過ごす日々の中でかけがえのないものへと変わって
いたことに感銘を受けました。また、そのような留学によって、自らの視野が広が
りキャリアプランさえ変わる可能性があることに気づかされました。貴重なお話を
ありがとうございました。

自分がこれまで触れ合ったこと

のなかった人と価値観をぶつけ

あう中で、身につくものがある

と思っていて、それによって視

野が広がることもあると思いま

す。



山田菜緒さん
2020年政治経済学部卒業

Q. 留学のきっかけはなんですか？
A. 中学校2年生から高校3年生の5年間、アメリ
カに住んでいたことがあり、もう1度海外で生活
がしたいと思ったのがきっかけでした。また、
福祉や政府機関の役割に興味があり、スウェー
デンをはじめ北欧の国々が福祉の面で発展して
いることをよく耳にしていたので、スウェーデ
ンを留学先に選びました。アメリカとも日本と
も少し違う文化や制度が整っている国で暮らし
てみたいというのも一つの理由としてありまし
た。

留学先：

・スウェーデン
・ルンド大学
・CS-R

留学で得たこと：

・行動力
・地道な努力を継続する力
・周りを巻き込む力

キャリア：
・組織人事コンサルタント



Q. 留学中の経験で一番心に残っている経験はなんですか？
A. 留学先で4年に1回ある文化祭のオーケストラに参加したことが一番心に残っています。私以
外全員スウェーデン人でしたが一緒に1つの作品を作るという経験は貴重な経験でした。メンバ
ーは皆比較的内向的だったので、打ち解けるまでに時間がかかって大変でした。毎日一人一人に
しょうもない話から英語で話しかけたり、誰よりも早く準備しに行ったりといった地道な努力が
必要でした。そのような努力を重ねることで、普段スウェーデン語でコミュニケーションをとっ
ていた人も英語で話してくれるようになりました。チームの仲も良くなっていって人生相談もお
互いし合えるような仲になって、最終的には素敵な作品を作ることができたというのが自分の中
で大きな経験でした。

チームの仲も良くなってい
って人生相談もお互いし合
えるような仲になって、最
終的に素敵な作品を作るこ
とができたっていうのが自
分の中ですごく大きな経験
でした。

Q. 留学経験はキャリアにどんな影響を与えましたか？
A. オーケストラに参加した経験がとても大きくて、自分のこれからの働き方を考える時の大き
な指針になりました。仕事はチーム単位で取り組むことが多いかと思いますが、様々なバックグ
ラウンドの人々と一緒に同じ目標を目指して活動するという経験は社会人になってから必ず生き
る経験だと思っています。



Q. 最後に後輩の学生達へのメッセージをお願いします！
A. せっかく留学で普段と異なる環境に身を置くのでしたら、その生活を思う存分楽しんだ
らいいと思っています。留学先でどのくらい濃い経験をするかや自分が何を考えて留学中の
時間を過ごしていたのかということが大事だと思います。先のことを考えるよりかは自分が
その時に熱中したいことに熱中することが一番自分の将来のキャリアのためになると思いま
す。

編集後記：

山田さんは、留学の経験の中で様々なバックグラウンドを持つメンバーとひとつの
目標に向かって活動するということに魅了を感じたとお話しされていました。この

経験は山田さんが組織人事コンサルタントという人事領域に特化したキャリアを歩
まれる大きなきっかけとなったのではないかと思いました。貴重なお話をありがと
うございました。

留学先でどのくらい濃い
経験をするかや自分が何
を考えて留学中の時間を
過ごしていたのかという
ことが大事だと思います。
先のことを考えるよりか
は自分がその時に熱中し
たいことに熱中すること
が一番自分の将来のキャ
リアのためになると思い
ます。



高岡春菜さん
2021年国際教養学部卒業

Q. 留学のきっかけはなんですか？
A. 私は13年間東南アジアに住んだ後に帰国し、高
校生活は日本で過ごしました。高校卒業後、大学に
入学すると自分が見ていた世界は狭かったというこ
とに気がつきました。13年間も海外で生活してい
たのに、日本の高校で過ごした3年間のうちに自分
で自分の視野を狭めてしまっていたのです。このこ
とに危機感を感じて、もう一度海外に行って、自分
を客観的に見直したいと思い、留学を志しました。
特にカリフォルニアは様々な価値観やバックグラウ
ンドを持った人がいることを聞いていましたので、
留学先としてカリフォルニア大学バークレー校を選
びました。

留学先：

・アメリカ カリフォルニア
州
・カリフォルニア大学 バー
クレー校
・CS-R

留学で得たこと：
・行動力
・客観的に自分を見直すこと

キャリア：

・IT企業コンサルタント職



ひとりの人間が考えられる
ことには限界があるからこ
そ、様々な考え方や経験を
持った人々の意見を聞くこ
とに面白さを感じました。

Q. 幼少期に長い間海外で生活していたということですが、留学を経てどのようなことを経験し
ましたか？

A. 留学は自分の意思で海外に行ったという点で幼少期の海外経験とは異なると思います。自分
で決めて行くからには1年間を無駄にすることはできないですし、満足できる経験にしたいと思
っていたので、様々な人々と積極的に交流したり、イベントに参加したりと挑戦することが多か
ったです。

Q. 留学中に卒業後のキャリアについて考えることはありましたか？
A. どのような環境で働きたいかと考えることはありました。具体的には「自分がチャレンジせ
ざるを得ないような、成長できる環境」かつ「様々な価値観を持った人々とチームで働ける環
境」です。留学中に、友達何人かと「ハロウィンで他の民族の衣装を着ることは良いのか」とい
うお題について、1時間以上も白熱した議論をした経験があります。日本では友達同士で異なる
意見を発言し合うのは珍しいと思いますが、アメリカではこういった光景を日常的に目にしまし
た。ひとりの人間が考えられることには限界があるからこそ、様々な考え方や経験を持った人々
の意見を聞くことに面白さを感じました。

Q. 帰国後の就活において、留学経験は役に立ちましたか？
A. 留学経験があることで面接での「武器」が増えたと思います。自己PRなどで複数のエピソー
ドを求められたときに留学中の出来事を話すこともありました。また「自ら留学に行った」とい
う行動力を示す指標にもなりました。しかし、1番は留学を通して自分とどう向き合い、自分が
どのように働きたいのかを確認できたことが最も役に立ったと思います。今振り返ってみると、
もし留学をしていなかったら自分と向き合うことがなく、周りの焦りやプレッシャーに流されて
就活もうまくいかなかったかもしれません。



Q. 今振り返ってみて、留学中にやっておいた方がよかったことはありますか？
A. ボストンキャリアフォーラムなどの就活イベントに経験のひとつとして行くのも良いと思
いますが、1番は思う存分に留学を楽しむことだと思います。留学中にキャリアについて考え
ていても、帰国後にまた自分の考え方や興味のある分野が変わることもあると思うので、留学
中に企業研究をするよりかは毎日日記をつけることを意識した方が良いです。具体的にこれか
ら留学に行く人にぜひやってもらいたいのが、その日にあった嫌なこと、納得がいかなかった
ことを日記につけることです。人間の記憶は都合がいいもので、楽しいことは覚えていても嫌
なことはすぐ忘れてしまいます。だからこそ、それを留学中に記録することで、自分の考え方
の変化が見えてきて、帰国後にキャリアについて考えるときや就活で役に立つのではないかと
思います。

Q. 後輩達へのメッセージをお願いします。
A. 留学は内面的な変化を実感できる貴重な機会です。留学は自分への投資だと思って行って
もらいたいです。留学に行くことで見える世界が広がるし、世界中に友達ができます。帰国し
た時に必ず成長した自分に出会えるので、貴重な大学生活のうちの1年を留学に使うことに迷
っている人でも、行って後悔はしません！また、卒業後の進路は就職以外にもあるということ
を知ってもらいたいです。私はたまたま日本で就職するという道を選びましたが、留学中にで
きた友達は1回就職したけれども勉強したい分野があって大学に戻ってきたそうです。大学院
進学やワーキングホリデーなど、就職以外にも色々な生き方があるので今の自分に合った進路
選択をしてほしいです。

編集後記：

高岡さんは、留学が再度自分を客観的に見つめ直し、将来の働く環境を考える上で指針とな
ったことを話されていました。留学は英語力の向上といったハード面での成長のみならず、
普段と異なる環境で自分を見つめ直し、将来やキャリアについて考える良い契機になるのか
もしれないと思いました。貴重なお話をありがとうございました。

留学は内面的な変化を実感できる貴重
な機会です。留学は自分への投資だと
思って行ってもらいたいです。



池田裕行さん
2021年文学部卒業

Q. 留学のきっかけはなんですか？
A. 私が卒業した中学校・高校は中高一貫校で、第
二外国語が必須でした。そのため、中学3年生から高
校3年生までドイツ語を学びました。また、高校3年
生の春に3カ月間ベルリンに留学をしていました。そ
の時にもっとドイツ語圏に住んでみたいと思い、長
期留学を志しました。

Q. 留学前に意識していた目的はありますか？
A. 私はドイツ語の言語学の中でも文献学に興味が
あり、早稲田にはドイツ文学の授業はあってもドイ
ツ語そのものに関する授業（例えば方言の授業）は
なかったため、早稲田で学ぶことが難しい学問をド
イツで学べたらいいなと思っていました。

留学先：

・ドイツ
・ベルリン自由大学
・EX-R（ドイツ語）

留学で得たこと：

・ドイツ語力の向上
・行動力

キャリア：

・大学院進学（ドイツ語研
究）



Q. 留学を通じてどのようなことを得ましたか？
A. ドイツ語力は向上したと思います。数字で言うと、CEFRでB1とB2の間くらいのレベル
で出発して、帰国後にC1に受かりました。自分の感覚でいうと、ドイツ語での日常会話の理
解も難しいようなレベルから、授業で自分の意見を発言できるくらいにドイツ語が上達しま
した。最終的にはドイツ語で会話をしていて「この人はこの地方の出身の人なのかな」とい
うことがドイツ語の訛りから分かるようになったことはうれしかったです。また、留学中は
自分から発言しないと授業についていけなくなるので、わからないところは教授に聞きに行
ったり友達に聞いたりする行動力もついたと思います。

Q. 留学中に心に残っている経験はありましたか？
A. ドイツ語の変遷についての授業が心に残っています。授業を受け持っていた教授がとて
も楽しそうに説明していました。その授業を受講する中で、自分もドイツ語の変遷について
大学院で研究したいと思うようになり、そこで大学院進学という進路が決まりました。

Q. 留学中に辛かったことはありましたか？
A. 留学して最初の学期が辛かったです。留学先での最初の学期から現地大学生と同じ授業
を取るつもりでしたが、最初の授業を受講した際にドイツ語を聞き取れず、授業も理解する
ことができず焦りました。そこから方向性を変え、最初の学期はドイツ語を頑張ることにし
ました。「もっと語学面で準備しておけば最初の学期から自分のやりたいことが出来たのか
な」と後悔をすることもあり、その時期は辛かったです。次の学期からは、もともと自分が
学びたかったドイツ語の歴史・変遷や方言学の授業を履修しました。

最終的にはドイツ語で会
話をしていて「この人は
この地方の出身の人なの
かな」ということがドイ
ツ語の訛りから分かるよ
うになったことはうれし
かったです。



Q. 大学院ではどのような研究をする予定ですか？
A. 地域によるドイツ語の文法的な差についての研究を詳しくやっていきたいと思っていま
す。

Q. ドイツ語を研究する際にどのような面白みを感じますか？
A. 外国人の視点から母語話者が当たり前だと思っている点に気づくことができる点に面白
みを感じています。ドイツ語を学習していく中で壁にぶつかることが多かったからこそ、ド
イツ語を外国語として勉強した自分ならではの視点から研究できるのではないかと思ってい
ます。

Q. 最後に後輩達へのメッセージをお願いします！
A. 大学4年間はあっという間で、何もしないとどんどん時間が過ぎてしまうと思っています。
その中で留学でも留学以外でも、4年後に「やってよかったな」と思えるようなものを見つけ
られたら、良い大学生活が送れるのではないかと思います。自分の場合は留学とドイツ語に関
する勉強でしたが、留学中にそれを発見し、学んでいた時が本当に楽しかったです。当時の決
断には今も満足していて、自分の将来にもつながっています。自分が楽しいと感じることや自
分の興味が向くことをすると、自ずと将来やキャリアにもつながってくるのではないかと思い
ます。

編集後記：

池田さんは、留学を通じて自分の学びたい分野を明確化させ、大学院進学を決心さ
れました。特に留学先のドイツで困難を乗り越えた自分だからこそできるドイツ語

研究というお話は言葉以上の重みがありました。留学という困難な状況を乗り越え
たからこそ、探究したいものが見つかることがあるということを気づかされました。
貴重なお話をありがとうございました。

自分が楽しいと感じることや自
分の興味が向くことをすると、
自ずと将来やキャリアにもつな
がってくるのではないかと思い
ます。


