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現地の日系コミュニティーの取材と記事の書き出しが主。日系イベントやシアトル在住の日本人歌手
などの取材を行いました。インターンは週回ほど参加し、授業も並行して受けていましたが最後の学期
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 だったので少なめでした。
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留学中は日本国内での就職活動事情が分からず、「何かしなくては」という焦りがありました。アメリカ

 では日本以上にインターンシップが一般的だったため、参加してみようと思いました。
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アメリカ・ワシントン大学（(;/）
などの取材を行いました。インターンは週回ほど参加し、授業も並行して受けていましたが最後の学期
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起床 課題
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起床 課題
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▲
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がありました。月に度、参加者
ロシア人の公式交流会
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ロシア人の公式交流会
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ていなかった新型のゲームに多く挑戦しました。
て、準備と当日の運営を行いました。ロシア人も日本人も楽しめ
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日常生活ではロシア人と知り合いになる機会が少なかったので
る「日本語を使ったゲーム」を考え、しりとりやすごろく、漢字
運営ボランティアとし
日本語を用いたゲームを行います。私は
参加しました。様々な経歴のロシア人が参加するため、
の成り立ちを知るゲームなど、それまでのラマーシュカではやっ
て、準備と当日の運営を行いました。ロシア人も日本人も楽しめ
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日常生活ではロシア人と知り合いになる機会が少なかったので
の成り立ちを知るゲームなど、それまでのラマーシュカではやっ
教えてもらいました。初めは交流会に参加するのみでしたが、
 会の運営ボランティアの募集について聞き、興味を持ちました。
参加しました。様々な経歴のロシア人が参加するため、
ていなかった新型のゲームに多く挑戦しました。

知り合いの幅が広がりました。
日常生活ではロシア人と知り合いになる機会が少なかったので
ラマーシュカはロシア人と日本人との交流の場ではあるものの、ターゲットはロシア人、つまり「ロシア人
大学のクラスメイトだった日本人からラマーシュカの存在を
参加しました。様々な経歴のロシア人が参加するため、
教えてもらいました。初めは交流会に参加するのみでしたが、
が日本語で交流するための場」です。単なる参加者ではなく、運営側になってから、ロシア人が日本
知り合いの幅が広がりました。
あるいは日本語のどんな点に興味を持っていて、どんな点が苦手なのか考えるようになりました。
会の運営ボランティアの募集について聞き、興味を持ちました。
大学のクラスメイトだった日本人からラマーシュカの存在を
そうして母国語の日本語をロシア人の視点から考察しながら運営をしていきましたが、結果として
教えてもらいました。初めは交流会に参加するのみでしたが、
ラマーシュカはロシア人と日本人との交流の場ではあるものの、ターゲットはロシア人、つまり「ロシア人
「楽しかった」「興味深かった」と言ってもらえることがとても嬉しかったです。
会の運営ボランティアの募集について聞き、興味を持ちました。
が日本語で交流するための場」です。単なる参加者ではなく、運営側になってから、ロシア人が日本
あるいは日本語のどんな点に興味を持っていて、どんな点が苦手なのか考えるようになりました。
ラマーシュカはロシア人と日本人との交流の場ではあるものの、ターゲットはロシア人、つまり「ロシア人


母国語の日本語をロシア人の視点から考察しながら運営をしていきましたが、結果として
そうして
が日本語で交流するための場」です。単なる参加者ではなく、運営側になってから、ロシア人が日本
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日本語をロシア人ᴾ
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日本語をロシア人ᴾ
の視点で、考える。ᴾ

しながら運営をしていきましたが、結果として
そうして
（学校の）課題 ▲
▲
▲ ▲
▲ 母国語の日本語をロシア人の視点から考察
「楽しかった」「興味深かった」と言ってもらえることがとても嬉しかったです。
就寝
起床 出勤 翻訳記事の 取材
 
作成

きっかけは、「何かしなくては」ᴾ
という気持ち。ᴾ

 
（学校の）課題 ▲
▲
▲ ▲
▲
就寝
起床 出勤 翻訳記事の 取材
作成
（学校の）課題 ▲
▲
▲ ▲
▲

自分の書いた記事が実際に紙面に掲載
された
就寝
出勤 翻訳記事の 取材
起床
ことが何より感動的でした。人の記者として仕事を
作成
任せてもらえたことが嬉しかったです。

きっかけは、「何かしなくては」ᴾ
という気持ち。ᴾ
きっかけは、「何かしなくては」ᴾ



自分の書いた記事が実際に紙面に掲載された
という気持ち。ᴾ
ことが何より感動的でした。人の記者として仕事を

任せてもらえたことが嬉しかったです。
自分の書いた記事が実際に紙面に掲載された
ことが何より感動的でした。人の記者として仕事を
任せてもらえたことが嬉しかったです。
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みんなの課外活動日記ᴾ

≪部活編≫

<<さん（商学部）
アメリカ・ルイス＆クラーク・カレッジ（&6/）
大学の公式野球部に所属

みんなの課外活動日記ᴾ
みんなの課外活動日記ᴾ
 
<<さん（商学部）
シーズン開幕後
みんなの課外活動日記ᴾ

≪部活編≫
≪部活編≫
≪部活編≫
の場合

アメリカ・ルイス＆クラーク・カレッジ（&6/）
<<さん（商学部）

授業
課題
▲
▲
▲ ▲
大学の公式野球部に所属
アメリカ・ルイス＆クラーク・カレッジ（&6/）
就寝
起床 <<さん（商学部）
バッティング練習
全体練習
大学の公式野球部に所属


アメリカ・ルイス＆クラーク・カレッジ（&6/）
シーズン開幕後


大学の公式野球部に所属
活動は週回あり、土日は毎週試合でした。
の場合
シーズン開幕後
 土曜日試合、日曜日試合の連戦が基本でした。ホームでの試合は良いのです
授業
課題
▲
▲
▲ ▲
の場合

 が、遠征もあったので大変でした。
授業
課題
シーズン開幕後
就寝
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バッティング練習
▲
▲
▲ 全体練習
▲
「自分にしか   就寝
自分の中で「誰にでもできる留学はしたくない」、言い換えれば
の場合
起床
バッティング練習 全体練習
授業
課題
▲
▲
▲ ▲
という想いがありました。現地の友達が増えると考え

活動は週回あり、土日は毎週試合でした。
できない留学にしたい」
就寝
起床
バッティング練習 全体練習
 土曜日試合、日曜日試合の連戦が基本でした。ホームでの試合は良いのです
たことと「留学先で部活に入るなんてなかなか良い経験になるに違いない」と
活動は週回あり、土日は毎週試合でした。
思い、入部しました。
が、遠征もあったので大変でした。
 土曜日試合、日曜日試合の連戦が基本でした。ホームでの試合は良いのです
活動は週回あり、土日は毎週試合でした。
「自分にしか   
自分の中で「誰にでもできる留学はしたくない」、言い換えれば
が、遠征もあったので大変でした。
土曜日試合、日曜日試合の連戦が基本でした。ホームでの試合は良いのです
早稲田から留学したもう人の友達が野球部に入部することを考えていると
自分の中で「誰にでもできる留学はしたくない」、言い換えれば
できない留学にしたい」という想いがありました。現地の友達が増えると考え
「自分にしか   
 が、遠征もあったので大変でした。
言っていたので、実はそれに乗っかったのがきっかけです。その友達が
 たことと「留学先で部活に入るなんてなかなか良い経験になるに違いない」と
できない留学にしたい」という想いがありました。現地の友達が増えると考え 
「自分にしか   
自分の中で「誰にでもできる留学はしたくない」、言い換えれば
いなかったら野球部に入るという経験はできていなかったので、感謝しています。
思い、入部しました。
 たことと「留学先で部活に入るなんてなかなか良い経験になるに違いない」と
 思い、入部しました。
できない留学にしたい」という想いがありました。現地の友達が増えると考え 
なお、入部時はトライアウトがあるという話で、身体検査のようなものはあった
 たことと「留学先で部活に入るなんてなかなか良い経験になるに違いない」と

のですが、監督が「君たちにとっても良い経験になるだろうから」と
早稲田から留学したもう人の友達が野球部に入部することを考えていると
 思い、入部しました。
。
言っていたので、実はそれに乗っかったのがきっかけです。その友達が
言って快く受け入れてくれました
早稲田から留学したもう人の友達が野球部に入部することを考えていると
いなかったら野球部に入るという経験はできていなかったので、感謝しています。
言っていたので、実はそれに乗っかったのがきっかけです。その友達が
早稲田から留学したもう人の友達が野球部に入部することを考えていると
なお、入部時はトライアウトがあるという話で、身体検査のようなものはあった
いなかったら野球部に入るという経験はできていなかったので、感謝しています。
  冬休み明けの初練習で、練習後に体力や精神力強化のための
言っていたので、実はそれに乗っかったのがきっかけです。その友達が
監督が「君たちにとっても良い経験になるだろうから」と

のですが、
なお、入部時はトライアウトがあるという話で、身体検査のようなものはあった
シャトルランのようなトレーニングが行われました。自分は
。
いなかったら野球部に入るという経験はできていなかったので、感謝しています。
言って快く受け入れてくれました
監督が「君たちにとっても良い経験になるだろうから」と

のですが、
高校野球以来の本格的なトレーニングで、練習後文字通り動けなく
なお、入部時はトライアウトがあるという話で、身体検査のようなものはあった
。
 言って快く受け入れてくれました
なりました。チームメイトも吐く人が続出し、翌日「昨日の野球部
のですが、監督が「君たちにとっても良い経験になるだろうから」と 
の練習ヤバかったらしい、、、」とキャンパス中の噂に。大変な
  冬休み明けの初練習で、練習後に体力や精神力強化のための
。
 言って快く受け入れてくれました
ところに来てしまったなと恐れおののきました。
シャトルランのようなトレーニングが行われました。自分は

  冬休み明けの初練習で、練習後に体力や精神力強化のための
高校野球以来の本格的なトレーニングで、練習後文字通り動けなく
シャトルランのようなトレーニングが行われました。自分は
 
 冬休み明けの初練習で、練習後に体力や精神力強化のための
シーズン中盤の遠征で前年度のチャンピオンと戦いました。

なりました。チームメイトも吐く人が続出し、翌日「昨日の野球部
高校野球以来の本格的なトレーニングで、練習後文字通り動けなく
自分たちのチームはあまり強くなかったので勝つことは不可能にすら
シャトルランのようなトレーニングが行われました。自分は
の練習ヤバかったらしい、、、」とキャンパス中の噂に。大変な
なりました。チームメイトも吐く人が続出し、翌日「昨日の野球部
思えました。しかしチームは逆転勝利。普段鬼のように厳しい監督が
高校野球以来の本格的なトレーニングで、練習後文字通り動けなく
ところに来てしまったなと恐れおののきました。
の練習ヤバかったらしい、、、」とキャンパス中の噂に。大変な
「ここ年の野球部で一番良い試合だった」と感無量。帰りのバスでは
なりました。チームメイトも吐く人が続出し、翌日「昨日の野球部

ところに来てしまったなと恐れおののきました。
監督の「<HDKKKKKKKK」という掛け声と共にチームで大騒ぎ。
の練習ヤバかったらしい、、、」とキャンパス中の噂に。大変な
   シーズン中盤の遠征で前年度のチャンピオンと戦いました。
みんなで苦しんで練習を乗り越えてきた結果の勝だったので、
ところに来てしまったなと恐れおののきました。
自分たちのチームはあまり強くなかったので勝つことは不可能にすら
  シーズン中盤の遠征で前年度のチャンピオンと戦いました。
格別な勝利の味でした。 逆転勝利。普段鬼のように厳しい監督が
自分たちのチームはあまり強くなかったので勝つことは不可能にすら
思えました。しかしチームは
思えました。しかしチームは
  シーズン中盤の遠征で前年度のチャンピオンと戦いました。
「ここ年の野球部で一番良い試合だった」と感無量。帰りのバスでは
逆転勝利。普段鬼のように厳しい監督が
自分たちのチームはあまり強くなかったので勝つことは不可能にすら
監督の「<HDKKKKKKKK」という掛け声と共にチームで大騒ぎ。
「ここ年の野球部で一番良い試合だった」と感無量。帰りのバスでは
思えました。しかしチームは逆転勝利。普段鬼のように厳しい監督が
みんなで苦しんで練習を乗り越えてきた結果の勝だったので、
監督の「<HDKKKKKKKK」という掛け声と共にチームで大騒ぎ。
「ここ年の野球部で一番良い試合だった」と感無量。帰りのバスでは
格別な勝利の味でした。
みんなで苦しんで練習を乗り越えてきた結果の勝だったので、
監督の「<HDKKKKKKKK」という掛け声と共にチームで大騒ぎ。
格別な勝利の味でした。
みんなで苦しんで練習を乗り越えてきた結果の勝だったので、
格別な勝利の味でした。
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自分にしかできない、ᴾ
留学を求めて。ᴾ
自分にしかできない、ᴾ
自分にしかできない、ᴾ
留学を求めて。ᴾ
自分にしかできない、ᴾ
留学を求めて。ᴾ
留学を求めて。ᴾ

＜共通質問項目＞
活動概要 課外活動参加の動機 課外活動を知った経緯 印象深いエピソード  

＜共通質問項目＞
活動概要 課外活動参加の動機 課外活動を知った経緯 印象深いエピソード  
0,さん（商学部）
ドイツ・アウクスブルク大学（(;5）
日本食料理店と日本語学校教師
0,さん（商学部）
日本食料理店：週～回、授業後の時半から
ドイツ・アウクスブルク大学（(;5）
～時まで、ホール業務。（～月）
日本食料理店と日本語学校教師
日本語学校教師：週回、日本人を親に持つ、ドイツで
生まれ育ったハーフもしくは純日本人の子どもを対象

日本食料理店：週～回、授業後の時半から
に、日本語の国語の教科書を用いて授業をします。

～時まで、ホール業務。（～月）
小学校の担任の先生とほぼ同じ仕事内容でした。
日本語学校教師：週回、日本人を親に持つ、ドイツで
                   （～月）
生まれ育ったハーフもしくは純日本人の子どもを対象

に、日本語の国語の教科書を用いて授業をします。
ので、そのための資金が欲し
日本食料理店：旅行に行くことが好きだった
小学校の担任の先生とほぼ同じ仕事内容でした。
語学の
いと思いました。また、アルバイトをして強制的にドイツ語を使えば
                   （～月）
練習になると考えました。

日本語学校講師：ミュンヘンに住むドイツ人の友達に会いに行く機会が欲しく、
旅行に行くことが好きだったので、そのための資金が欲し
日本食料理店：
自分の住んでいる町ではなくミュンヘンでアルバイトを探していました。また、
い
と思いました。また、アルバイトをして強制的にドイツ語を使えば
家庭教師経験が活かせる仕事をしたいと思っていました。 語学の
日本での
練習になると考えました。
日本語学校講師：ミュンヘンに住むドイツ人の友達に会いに行く機会が欲しく、
自分の住んでいる町ではなくミュンヘンでアルバイトを探していました。また、
日本食料理店：自分の住む町に日本食料理店があることを友達から聞い
日本での家庭教師経験が活かせる仕事をしたいと思っていました。
ていました。現地のドイツ・日本人会の食事会で、日本人の方に

「留学を通してのᴾ
大学生活」では、ᴾ
知り得なかったᴾ
「留学を通してのᴾ
人々との出会い。ᴾ
大学生活」では、ᴾ
ᴾ知り得なかったᴾ

詳しく教えてもらいました。
日本語学校教師：日本語を勉強しているドイツ人に家庭教師ができない
か探していた際に、隣町のミュンヘンに在独日本人のための日本語学校
日本食料理店：自分の住む町に日本食料理店があることを友達から聞い
があることを知りました。
ていました。現地のドイツ・日本人会の食事会で、日本人の方に
詳しく教えてもらいました。
日本食料理店：お店の店長姉弟がとても優しくて、いつも私の大学生活を

日本語学校教師：日本語を勉強しているドイツ人に家庭教師ができない
気にかけてくれました。短い付き合いでしたが、ドイツに本当の家族が
か探していた際に、隣町のミュンヘンに在独日本人のための日本語学校
できたような居心地の良さを感じました。
があることを知りました。
日本語学校教師：回を重ねるうちにしっかりと授業ができるようになりま
したが、一番初めの授業では生徒が授業中にサッカーを始めたり、おとな
日本食料理店：お店の店長姉弟がとても優しくて、いつも私の大学生活を

しく座っていてくれなかったりと大変でした。臨時の教師ではありました
本当の家族が
気にかけてくれました。短い付き合いでしたが、ドイツに
が、私との最後の授業の際、生徒が「先生これで最後なの？日本に帰っ
できたような居心地の良さ
を感じました。
時は、私も
ちゃうの？」と言って寂しそうにさようならをしてくれた
日本語学校教師：回を重ねるうちにしっかりと授業ができるようになりま
寂しさを感じました。
したが、一番初めの授業では生徒が授業中にサッカーを始めたり、おとな

どちらのアルバイトでも、「留学を通しての大学生活」では知り得なかっ
しく座っていてくれなかったりと大変でした。臨時の教師ではありました
た学生以外の人と交流することができ、良い経験となりました。
現地に
生徒が「先生これで最後なの？日本に帰っ
が、私との最後の授業の際、
生きる日本人の様々な姿を、またドイツ人の日常生活の一面を
寂しそうにさようならをしてくれた時は、私も
ちゃうの？」と言って
垣間見られたことは、今後の人生を考えていく上で、参考になりました。
寂しさを感じました。
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留学 Before
After
「私が留学で得た○○力」ランキング

とっさの判断力
留学中のある夜に大学近辺を歩いていた際、怪しい男が
ポケットに手を入れようとしてきた。そのため、留学前
に「護衛術」の授業で習った内容を実践した。相手は
失神し、通りがかりの警察に逮捕してもらった。
どうやらその男はスリの常習犯だったらしい。（中国）

1位
2位
3位

行動力
忍耐力
決断力

自信

コミュニケーション能力
留学前は自分の英語力にあまり自信がなくて外国人と
話したくても怖くて話せなかったが、留学を通じてある種の
開き直りができるようになり、完璧を求めなくなった。
（アメリカ）

留学を通し、旅行やスペイン国内で様々な
経験を積んだため、新しいことに挑戦する
恐怖というものに対して耐性がついた。
帰国後にスカイダイビングに挑戦できたのは、
スペインでの経験があってこそだと思う。
（スペイン）

忍耐力

どうにかする力

学生寮の生活は予告なしに停電したり、
真冬にお湯が使えなかったりなど、
不便がたくさんあったが人間的に
強くなった。（ロシア）

インターンシップ先が見つからない、ビザ失効目前、期末テスト
期間の1週間後には寮から放り出される、という絶体絶命のピンチを
気合いで乗り切った。「諦めなければなんとかなる」と思った。
（アメリカ）

行動力

自己管理力
思い立った次の日に
デンマークに旅行に出かけた。
（ドイツ）

留学前まで実家暮らしだったため、
海外で初めての1人暮らしは苦労したが、
留学を経験することで自立できた。そのため、
「自分できちんと起きることやお金の管理、
諸々の手配等、1人でできるようになったんだね」
と両親には感心された（笑）（スウェーデン）

決断力
留学に行くのを決めたことも含めて、
様々な選択肢から今自分が一番
やりたいと思うことを判断する力が
ついた。（アメリカ）

」

エピソード集
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