Waseda University Study Abroad Student Advisers
・この冊子はあくまで学生個人の経験談を基に作成
しております。
・引用されている情報は細心の注意を払って掲載し
ておりますが、みなさまご自身の責任でご利用い
ただくようにお願い申し上げます。
・留学情報の詳細については、早稲田大学留学セン
ター発行『留学の手引き」および留学センターホー
ムページにて必ずご確認ください。

留学先の選び方
北・中・南米、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、中東、アフリカに至るまで校を超える海外協定校を持ち
国内最大級の海外ネットワークを誇る早稲田大学。留学プログラムも様々な種類が用意されていて「何を基準に
選んだらいいか分からない！」なんて人も多いはず！
そこで、留学した先輩はどんな点を重視して留学先を選んだのか、聞いてみました！ランキング形式で発表して
いきます！

留学先を選ぶ際に重視するポイントランキング 723１０
位

国や地域（票）

・行ってみたことのない国に行ってみたかった。
・学生留学でしか行けないような地域、という観点で、北欧に絞った。
・中学生の時にその国にホームステイしたことがあったため。
・小さい頃からアメリカに留学することが夢だったから。

国や地域が最重要ポイントである人多数！行ったことのある国にもう一度行きたい、逆に馴染みのない国に行ってみたいな
ど理由はさまざま。自分の興味関心、目的に合わせてじっくり考えよう！

位

プログラムの種類（票）

・(;5プログラムで現地の学生と同じ授業を受けて自分の実力を試したかった。
・(;は費用面と交換留学であることに利点があると思ったため。

留学の目的や費用等を考えて自分にあったプログラムを見つけよう！プログラムの詳細についてはページを確認してね！

位

学べる科目（票）

・ビジネス関連の勉強に興味がありビジネス系の科目が取れる大学で留学したかった。
・アメリカ政治を学びたかったから。

学びたい科目がはっきりしているなら、どこで学べるか調べてみよう！教授に聞いたり留学フェアに行って情報収集するの
がオススメ！留学生が選択できない科目がある大学もあるので注意してね！

位

位

留学期間（短期 中期 長期）（票）
・年で卒業したかったため、中期プログラムを選んだ。
※学部によっては年で卒業できない場合もあります。
周辺の環境（都会RU田舎など）（票）

・都会の方が勉強以外にやれることが多そうだったから。

位

出願時の自分の成績（票）

位

渡航先の治安（票）

位

留学先大学の規模（票）

位

大学の知名度（票）

位

かかる費用や渡航先の物価

（票）

その他、留学先の日本人の多さやサークル・部活動等で選んだという意見もありました！
いかがでしたか？先輩の意見を参考にしながら、自分の留学の目的を整理して悔いのない選択をして
くださいね！
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OUR BEST MEMORIES

留学に行くということは、その地に根を下ろし
肌で感じてきたさまざまな文化や生活にまつわる
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て生きるということでもあります。先輩たちが
思い出を、世界各国からお届けします！
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6ヶ国別対談!!

司会：本日はみなさんお集まりいただきありがとうござ
いました！色んな国に留学していたみなさんにお集まり
頂きましたが、留学先を決めるきっかけはどのようなと
ころにありましたか？
白田：ノルウェーは英語の発音がきれいな国ランキング
上位でアメリカやイギリスに比べて安く英語留学ができ
るので良いなと思いました。そこからノルウェー北極大
学を選んだ理由は「世界最北の大学」っていうキャッチ
フレーズに惹かれたからですね！
司会：確かに！ちゃんと北極っていう名前も付いてます
しね。次はそんな色々なところに留学した皆さんにそれ
ぞれの国に留学する利点を聞いていきたいんですけどハ
ンガリーに留学されていた池谷さんどうですか？
池谷：ハンガリーはすごく物価が安いっていうのが利点
の1つです。ヨーロッパ圏だとちょっと高いかなってイ
メージがあると思うんですけどハンガリーは物価が日本
の3分の１ぐらいでこのお店でこの料理食べてみたいと
かこの活動やってみたいとか思った時にすごくやり易い、
なんでも挑戦しやすいっていうのは一つ良い点かなって
思います。それとヨーロッパにあるので旅行がしやすい
です！陸続きなのでバスでどこか行ったりするのがしや
すいのと東欧で日本からだとなかなかアクセスが悪い国
にも行きやすいっていうのはすごく良い点かなと思いま
す。
司会：へえ。ハンガリーって物価が安いんですね！びっ
くりです！知りませんでした！
他の皆さんは留学先で日本とちょっと違うなって思って
びっくりしたことやすごいなって思うことありました
か？

詳しい対談全体動画
はこちらから！

①池谷 真由
（いけや まゆ）
②国際教養学部4年
③ハンガリー/
エトヴォシローランド大学
④EX-R
⑤サイクリング

①吉田 浩紀
（よしだ ひろき）
②政治経済学部5年
③オーストラリア/アデレード大学
④EX-R
⑤日焼け/スポーツ
日焼け/スポーツ

①藤井 太一
（ふじい たいち）
②政治経済学部5年
③ドイツ/ミュンヘン大学
④EX-R
⑤SUITSというドラマ、柔道

①名前 ②学部学年 ③留学先
④プログラム名 ⑤マイブーム

①加川 美由紀
（かがわ みゆき）
②政治経済学部4年
③北京大学
④DD
⑤ランニング

①白田 菜結花
（はくた なゆか）
②国際教養学部4年
③ノルウェー北極大学
④EX-R
⑤野球観戦・動物を愛でる
①日野 孔太郎
（ひの こうたろう）
②政治経済学部4年
③アメリカ/オレゴン大学
④CS-L
⑤筋トレ

「留学を終えて今思うこと――」今回は様々な留学先・国に
留学していた早大生を集めてお互いの留学について語り合って頂きました！
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加川：違いというか中国人の方は一度仲良くなり心を開
いてくれると本当に家族のように接してくれるのが印象
的でした！北京大学で仲良くなった子が最初は他人行儀
だったんですけど、日本のこととか話して心を開いてく
れてからは本当に姉妹のように接してくれたんです。中
国のお正月である春節の時には彼女のお家でおじいちゃ
んやおばあちゃんからお年玉をもらいました！また、中
国ではお正月に餃子を包んで家族全員の幸せを願う慣習
があるんですけど、私も一緒に餃子を包み皆の一年の幸
せを願いました！中国人はお正月のような大事な節目を
家族と過ごすのが一般的なので、そこで家族のように接
してもらえて本当に嬉しかったです！
司会：家族のように接してもらえるのは嬉しいですね！
さて、次に少し趣向を変えてこれから留学に行く早大生
に向けて具体的なイメージを掴んでもらうために生活面
について伺いたいと思います。まず留学を始めると友達
作りに不安を感じる学生もいるかと思うのですが何かア
ドバイスはありますか？
吉田：友達作りは積極性が何より大事だと思います！留
学先には交流イベントとかパーティがたくさんあると思
うんですけど、これでもかっていうくらいちょくちょく
顔を出すんですよ。そうするとどんどん知り合いが増え
ていってその中でも積極的に話しかけていくとどんどん
仲良くなっていく人が増えるのでそれがすごい大事かな
と。（続く）

僕の持論として人に2回目に会う時ってすごく大事って
いうのがあります。というのも1回目に会った時にパー
ティとかで自己紹介とかすると思うんですけど、そこで
話してまた後で2回目にあんまり仲良くない状態でばっ
たり会うと若干気まずいと思うんですよ。そこで気まず
さを見せずに「この前楽しかったね」ってひたすら話し
てるとそれで友達になれます！留学先関係なく使えるの
で皆さん是非使ってみてください！
司会：おー！！素敵な理論ですね。次に皆さんが向こう
でどういった生活を送っていたのか気になるのでお話を
聞きたいんですけど、生活する中で一番つらかったこと、
そしてどう乗り越えたかのか教えてください！
日野：そうですね、一番辛い思いをしたのは行って2週
間ぐらいたった時になるんですけど僕ずっと小学校の頃
から野球やっていたので野球部に入りたいと思って野球
部に「入部したいです！」って言ったんですよね。その
後、入部試験みたいなものを三日間行いました。僕結構
ずっと野球やってたんでアメリカ人相手でも戦っていけ
たんですよね、「よし！これは受かったな」と思ったん
ですけど、最後に「おまえいつ帰るんだ？」って言われ
て「1年後にはもういないです。」って言ったら「ダメ
だ！」って落とされました。３日間夜10時ぐらいまで入
部試験をやってそれで落とされたので相当ショックだっ
たなっていうのが最初の辛い、始まって1週間ぐらいの
出来事です。始まって1週間だったのに気持ち的には
「終わった…」って思いました。でもその後、どうして
も野球やりたいなって思ったんで自分でソフトボール
チームを作って大会に皆で出て頑張ってやってました！
司会：すごい！自分でチームを作ったんですね！さて、
ここまで皆さんに留学中のアドバイスをお聞きしてきま
したが逆に留学してよかったなぁと一番感じた場面はど
んなときでしたか？
藤井：留学全体を通して自分がマイノリティになること
ができたっていうのがすごく大変だった反面良かったな
と思っています。自分はこれまで21年間ずっと埼玉で生
まれて埼玉で育ち生粋の日本人として生きてきたんです
けど、周りの似たような人たちと一緒にそのコミュニ
ティの中で嫌われないように意識して生活をしていまし
た。ところが留学でドイツに行って周りを見たら、クロ
アチア人、イタリア人、ドイツ人、って色々な人に囲ま
れて自分が考え方も背景も全部マイノリティになれたの
でそこで視野を広げることができ、今までやってきた他
の人の様子を伺って生きるということが少なくとも自分
にとってくだらないことだと分かってすごく良かったな
と思ってます。
司会：なるほど、留学に行くと新しい視点や、様々な背
景を持つ友達を得てさらに前向きになることができるん
ですね。みなさん本日はお集まりいただきありがとうご
ざいました！
※留学中の活動やおすすめの食べ物、これから留学する
皆さんへのメッセージなど紙面に掲載できなかったもの
は、対談の模様を録画した動画を
左ページのQRコードよりアクセスしてご覧いただけま
す。もっと詳しい話が聞きたいと思った方は是非ご覧く
ださい！
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各国の知っておくべきマナー＆法

経験者が語る！ゼッタイやるべき前準備！！

留学をしていると、文化の違いや、マナーの違いに出くわす機会も
多そう。ここでは、実際に先輩たちが感じたカルチャーショックに
ついて深くつっこんでいきます！

留学前は、何をしたらいいのか不安なことがたくさんあります！
早いうちから悩みを解消していきましょう！！

＊留学前の準備スケジュール＊（秋出発の方向けです）
★留学先でカルチャーショックを感じた？
いいえ

はい

★どのような時に感じた？

留学フェアに参加
留学先とプログラムを検討する

４〜５月

・見た目に対する規範や抑圧の少なさ。
・スーパーの店員が肘をついてガムを噛みながら接
客していた。
・めっちゃ知らない人が話しかけてくる。
・多くの生徒がタトゥー入れてる。

★日本と違う法律といえば？
・お酒が飲める年齢
・ドラッグについての法律
・屋外でお酒を飲んでは
いけない
・身の安全を守るために銃
を保持できること
（常に危険が近くにある
ため、注意が必要）
※日本とは違う法律があ
るので、その国の法律を
守りましょう！

★どのプログラムで
留学していましたか？
その他
&65
(;/
''
*/)3

６〜８月

★留学先を選んだ基準とは？
・都会の方が、勉強以外にやれることが多そう
だったから！！
・『日本人の少なさ』で大学選んでました！
・自身の就活の日程などを考慮して留学期間を
最も重視しました。
・自分が学びたいことを学べる環境！

EX-R

CS-L

53％

32％

留学先決定のために、語学と*3$高得点の取得を目指す！

★自分の留学先の言語で学ぶ
授業を取りましたか？

政治経済学部が提供している
英語学位プログラム ('(66$
や国際教養学部の授業を取る人
が多いみたい！

NO

32%

YES
68%

１０月 留学センターに出願
留学センター内の選考を経て…
★留学先でここはどうしてもあわなかったというエピソードは？
・時間感覚についてはそこまで気にならなかったが、わざわざ空けておいた
日の予定を直前にドタキャンする人が多いことは不快に感じた。
・タバコの吸い殻やガムを平気で道に吐き捨てること。
・食べ物を残すことに全く抵抗がないこと。
・御手洗いがどこも不潔！
・次の日に朝から授業があっても夜にクラブに行く。

日本にずっと住んでいると、当たり前に思っていることが海外
では全く違ったりするのも、面白い経験になると思う！大変な
部分も多いけど、思い切ってそれも新しい経験だって思うこと
が大切になってくるね！
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１２月 留学先が決定！
翌年１〜３月

★留学前に先輩に会って
留学への不安を解消しましたか？

★“出会わないと”に参加して
仲間を見つけよう

YES

NO

45%

55%

奨学金の申請

★-$662やトビタテ留学-3$3$1を利用しよう！

４〜７月

留学前の不安解消

８〜９月

いざ留学へ！

・現地語の予習はした方がいい。
・その国の文化を知るために複
数の友達の家に滞在させても
らった。
…という意見も
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＊留学に必要なものって？みんなの持ち物チェック＊
留学直前になって一番焦る出来事、
それが持ち物準備です！
いざ、荷造りを始めると「何が必要だっけ？」
「あれ、これいる？いらない？」
って迷うことがたくさんあります。
そこで今回は留学した先輩の持ち物チェックを行います。
ぜひ参考にして下さい！

早めの
準備が大切！

＊事前に危険を回避！防犯対策＊
テロや強盗、いろんな危険と遭遇する可能性が０では
ないのが、留学です。
「自分は大丈夫」そんな考えは今すぐ捨てましょう！
留学先で危険な目に合わないためにも、
先輩たちの防犯対策を紹介します！
★留学先の治安情報を調べましたか？

★留学先に持参して必要だと
思った持ち物は何ですか？
１位：パソコン
２位：常備薬
３位：日本食
その他：折り畳み傘／電子辞書／
文房具／ホッカイロ
★留学中に荷物は
送ってもらいましたか？
NO

32%

YES
68%

★持っていく必要の無かった
ものはなんですか？
１位：服
２位：日本語の本
３位：ノート
その他：シャンプー／生理用品

１位：食品
２位：服
３位：生活用品
その他：浴衣／スーツ

★現地ではどのように携帯を
使っていましたか？

服や日用品は現地で
買えたから必要では
無いという意見が多数！
就活を見据える人は、
スーツを持っていく
といいかも。

★留学先で金銭をどのように使用していました
か？

その他
6,0カードを購入

小切手

現地で携帯を購入
日本から持ってきた携帯
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YES

38%

62%

外務省が発表している
「海外安全情報」と常に確認しよう！
サイトは下記に記載↓

KWWSVZZZDQ]HQPRIDJRMSULVNPDS

★何を送っても
らいましたか？

＊特に多かった知りたい持ち物＊

留学センター配布の
携帯

NO

★防犯グッズで何を
持っていきましたか？

１位：防犯ブザー
２位：南京錠
３位：笛
その他：熊スプレー／腹巻きポーチ

中東やアフリカに
行く人はより注意を
しよう。

先輩のオモシロ
防犯対策集！！

・サングラスを身に付けて強面感を出す ・筋トレをする 笑 
↑動物の本能として物を盗んだり襲った
日本人は童顔なので
りするなら弱そうな人・反撃されなさそ
・ストロボつきの懐中電灯を持参する
うな人から襲う、という人間の心理的な
・奇声を発する
ものの裏付けがあるからではないか？
・夜出歩かない、お酒は飲まない
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A.O.さん / 国際教養学部/スペイン/サラマンカ大学/CS-L

勉強と課外活動を
しっかり両立！

＜1日のスケジュール＞
＜留学中はどのような勉強をしていましたか？＞
CS-Lプログラムだったため授業は全てスペイン語でした。大学の
平日
留学プログラムが充実しており、スペイン語の授業（スピーキン
グやライティングなど）だけでなく選択授業（10個ほどの選択肢
9:00
からいくつか選ぶ：美術、経済、文化、歴史など）もありました。
1学期目は主にスペイン語の授業を取り、2-3学期目は選択授業を
10:00
授業
主に取っていました。最初は戸惑うばかりで苦労しましたが、1
11:00
カ月ほどで自分の理解力が上がったことを実感できるようになり
どんどん勉強も楽しくなりました。また留学生向けのプログラム
12:00
昼休み
だったため、先生も少しゆっくり話してくれたり、専門用語は黒
板に書いてくれたりと周りからの助けもあり無事に終了すること
13:00
ができました。
14:00
授業
15:00
＜課外活動はどのようなことをしていましたか？＞
学校外でフラメンコのレッスンを平日に週2回受けていました。
16:00
留学する前も大学のフラメンコサークルに入っており、留学先を
スペインに決めた理由の1つが「本場のフラメンコを学びたいか
17:00
帰宅
ら。」でした。どこでやろうか迷っていたところに、大学で一緒
18:00
夕食
に授業を受けていた留学生の友人に、彼女が習っていたフラメン
コの教室を紹介してもらいました。教室に通っていた生徒さんの
19:00
年齢層はばらばらで同年代から40代の人がいました。新しいコミ
フラメンコ
ュニティもできて、また勉強の息抜きにもなり、非常に良い経験
20:00
or
になりました。
宿題
21:00

休日

国内や
ポルトガル
など
近くの国・
都市へ旅行

＜留学中の気持ちに変化はありましたか？＞
性格から考えてもホームシックになることは一切なかったです。スペイン料理はおいしかったので、日本食が恋しくな
ることもほとんどありませんでした。また周りのヨーロッパの国々を訪れやすかったこともあり、退屈になることもあ
りませんでした。
留学前に学部の授業でスペイン語を学んでいたためある程度の知識はありましたが、やはり言語の苦労はしました。前
半がホームスティ生活だったため、ホストマザーとのコミュニケーションに最初は苦戦しました。ホストマザーは英語
をあまり話せなかったため、最初はたどたどしいスペイン語で生活していました。ですが授業でもずっとスペイン語に
触れていたこともあり、1カ月程で大体の会話を聞き取れるようになり嬉しかったです。
＜年間スケジュール＞
10月
授業

出国

11月

12月

1学期

1月

休み

課外
活動

旅行
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2月

3月

2学期

4月

5月

休み

6月

3学期

7月
帰国

フラメンコ

ポルトガル

オランダ

ベルギー

モロ
ッコ

国
内

マルタ
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留学

ťƈƉƒƕƈŃŉŃŤƉƗƈƕ

「留学で実際どう変わるの？」「留学って意味あるの？」
そんな疑問に留学経験者がお答えします！！

◯留学前と留学後で「自分はここが変わった！」というところを教えてください。
【内面・趣向の変化】
全くそう思わない


あまり
そう思わない

そう思う



留学前、目標を立てて
留学に臨んでいましたか？

とても


そう思う


→大体分のくらいの先輩が、留学でやりたいことや目標を、漠然とでも立てているんですね！

それでは、具体的にどんな目標を立てていたのか見てみましょう！！

【語学・勉学系】
・72(,&点！ &6/・カナダ
・語学はすくなくともフランス語資格試験 '$/) &をとれる
までには成長させる (;5・フランス
・韓国語の上達 (;5・韓国
・現地で社会福祉学の探求 (;5・スウェーデン
↳一番イメージしやすい目標かも？なるべく数値目標を立て
ておいたほうが、留学中効率的に行動できそうですよね！

【自分を変える系】
・未知のものに対してオープンになり
沢山経験する。 (;5・イタリア
・人見知りがコンプレックスだったので、
非言語コミュニケーションのスキルを身
につけ誰からも親しまれる人になるこ
と。
(;5・アメリカ
↳留学を機に、自分を変えたい！と思う人
も多いようです。

【人間関係系】
・友達を人近く作る。
(;5・オーストラリア
・自分から積極的に動いて、友達をたく
さんつくる。日本人と極力絡まない。
&6/・アメリカ
↳海外の友達って憧れますよね。
目指せ人！

【進路系】

どんな目標を
立てていまし
たか？
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・企業でのインターンシップを通して、
人事・組織の分野への興味関心を確認する
こと。 (;5・ドイツ
・エンターテイメント業界の勉強をする。
(;5・アメリカ
↳留学って自分を見つめ直すいい機会ですよ
ね。自分がやりたいことを検証する場とし
て、留学を活用するのもアリですね。

・積極的になった。なにごともまずは行動するようになった。 (;5・アメリカ
・面白そうと思ったことには、すぐ挑戦するようになった。 (;5・ハンガリー
・積極的に物事にチャレンジし、他の人に助けを求めることも大切だと学んだ。 &6/・イギリス
・大概のことは「世の中いろんな人がいるよね」で片付けられるようになった。 (;5・イタリア
・やっぱり付き合うなら日本人だと思うようになった。 (;5・イタリア
⇒普段と違う環境に身を置いて、チャレンジし続けた人が、
前向きに物事を考えられるようになっている傾向があるようです。
また、新しい経験を通して、多種多様な気づきを得ているようです！

【身体的変化】
・NJ太った (;5・アメリカ

・上腕二頭筋が太くなった。 (;5・スウェーデン
・太った キロ 晩御飯をチョコレートにしていたから。 &6/・ドイツ
・太った (;5・オランダ

⇒どの国でも太ったという声はちらほら。留学をすると太ってしまう
宿命なんでしょうか・・・
その一方で筋トレに精を出す人も！

◯留学経験がきっかけで留学後初めて挑戦してみたことがあれば
教えてください。
【将来・キャリア系】

・留学中の授業で、知的障がいを持つ学生と友達になった経験から、障がいがあっても同じように生活
できることに気づき、発達障がいに関わる会社を探してインターンをさせてもらった。 (;5・オースト
ラリア
・留学中に、人事分野でのサービスを提供している企業でインターンをしてみて、興味があることが改めて
わかったので、ベンチャー企業の人事部でインターンをすることに挑戦しました。 (;5・ドイツ
・海外大学院進学の決意。 (;5・ハンガリー

【趣味系】

・ジム通い！目指すはガリガリから細めの体型 &6/・アイルランド
・知らないバンドのライブに行ったり、興味のなかった街に出かけてみたり、
留学で初めて訪れる街を開拓するのと同じやり方で東京観光を見直してみる。 (;5・アメリカ
⇒自分の将来を留学中考え抜いた結果、留学後に次の一歩を踏み出す人。
または、新しい趣味を見つけたり、新しいライフスタイルを作る人もいますね。
みなさんは留学先、留学した後どんな挑戦をしますか？今からワクワクしますね！

【留学アドバイザー系】

・留学アドバイザーのプロモーション班のチームリーダーになった！ (;5・アメリカ
・新しいコミュニティに入ってみること（アドバイザーの活動など） (;5・イタリア
⇒留学後、学生留学アドバイザーで留学経験を活かして活動するのもありかも！？

先輩たちは自分なりの目標を立て、
留学で様々な気づきを得て成長して帰国しているようですね！
みなさんも、どんな新しい発見があるか、どんな成長ができるか
ワクワクしながら自分の留学の計画や目標を立ててみてください！
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みなさんに住居にまつわる忘れられないエピソードを
披露してもらいました。

◆ハプニング系
•

先輩たちの”SWEET HOME”を訪ねてみましょう。

不動産屋と大家が訴訟を起こしたため、大家から「㻝か月後までに部屋を出ろ」と言
われてアパートを追い出された（アパート）

•

◆留学中はどんな形態の
住居でしたか？

◆居室は何人部屋
でしたか？

◆寮は何が共同でしたか？

•
1人
47%

寮
70%

2人
33%

水まわり

料理を焦がして火災報知器が作動。消防士が駆けつけて、すごく怒られるかと思っ
たら、「キッチン汚すぎるから掃除しろ」と笑われた（寮）

56票

キッチン

玄関ドアが開かなくなり外から蹴破って開けてもらって出られたが、間に合わず学
校に遅刻してしまったことがあった（アパート）

71票

それ以上
20%

ホームステイ
11%

らないと放送があった（寮）
•

洗濯機
アパート
19%

周辺でデモが起こった時に寮内にけたたましいサイレンが鳴り響き、外に出てはな

•

入寮日に部屋に案内され入ったら部屋がクモだらけだった（寮）

•

ネ◯ミが私のオレオをムシャムシャしていた（寮）

67票

こうしてみんな強く逞しくなって

◆冷蔵庫・冷凍庫にまつわるエピソード

いくんだクマ

•

冷凍庫の制御が突然きかなくなり、棚ごと凍ってしまって物が出せなくなっ
た（寮）

•
◆寮の良かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大学に近かった㻛友達がすぐできる㻛安全
㻛安い㻛住人同士の距離が近い㻛毎日コ
ミュニケーションがとれる㻛いろんな国の
人と関われた㻛病気になった時に助けてく
れた

◆寮の悪かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
共同生活なので時々ストレスを感じた㻛共
有設備の使い方など衛生的に汚かった

ホテルとして使っている寮、食事が出る寮、
ジムがある寮も！

設備が古かったという声も。

◆ホームステイの良かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホストマザーが作ってくれる現地の手料
理を食べることができる㻛ホストファミリー
と話したり、一緒にアクティビティを楽しむ
ことができた㻛新しい家族ができる

◆アパート（ルームシェア㻛フラット
シェア㻛シェアハウス含む）の
良かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住むところを自由に選べた㻛プライベート
スペースがしっかりとある㻛家に㻠カ国の
友達がいて楽しかった

冷凍庫の調節ねじが壊れて、中が氷河期みたいになった（アイスも冷凍食
品もしゃりしゃりになった。そして「ぶぅーん」と四六時中うるさかった）（寮）

•

ルームメイトに自分の食べ物を食べられたり、逆に自分が食べたりした
（寮）

やはり他人と暮らすので多少なりともスト
レスは感じるようです。

◆ホームステイの悪かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご飯があまり美味しくなかった㻛ルールが
厳しい㻛ホームステイ先に気を遣う
学校から遠かった家もありました。

◆ルーム・フラットメイトと…
•

寮のフラットメイトが全員フランス人だった（寮）

•

ラマダンの前後のカレーパーティーがうるさかった（寮）

•

最初に住んだ寮でセクハラ・ストーカー被害に遭い、引っ越しをした（寮）

◆ほっこり系
•

◆アパート（ルームシェア㻛フラット
シェア㻛シェアハウス含む）の
悪かった点は？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
退居の際の手続きや、入居先を決める上
での情報不足や、手続きの難しさ・タイム
ラグなどが凄くストレスであった㻛掃除など
の担当を決めておかないと喧嘩の原因に
なる

ルームメイトが初日に私のために手紙と石鹸などのプレゼントなどを用意してくれて
いた（寮）

•

ダイニングが共用だったので、よくみんなで集まって団らんしたり、一緒にブラウ
ニーを焼いて映画パーティをしたりした！（寮）

•

大家のおじいちゃんは孫のように私を可愛がってくれて、会うといつもハグとキスを
してくれた（アパート）

•

アパートの㻝階にあるスタバの店員さんと仲良くなり、ケーキやタンブラーをいただい
た（アパート）
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77さん
国際教養学部年
アリゾナ州立大学
友人宅でパーティー！！！

(.さん
国際教養学部年
フランス
ファッションブランドのインターン！！！
―長期休暇中にインターンという形でお仕事をされていたと伺ったのですが、具体
的にどのような内容のお仕事をされていましたか。
「ファッションブランドのアトリエでフィッターなどのお手伝いを
してました。」
―そこで働こうと思うまでや実際に働くまでにはどんな経緯があったのでしょうか。
「最初は日本でカメラアシスタントなどをしていた方のお手伝いで
パリコレの撮影アシスタントに入っていました。その後そのブラン
ドのアトリエに入れてもらったという感じです。」
―そこで働く中で印象に残っている出来事や感じたことなどがあったら教えてくだ
さい。
「コレクションの裏側を見るのはこれが初めてで、こんなに緊迫し
ているんだっていう驚きがありました。同時にファッション業界に
おいて、日本人がフランスで働くことが大変なことだっていうこと
も感じましたね。」
―長期休暇を利用して行ったインターンで自分自身が得たものや良かったと思う点
はどんなところですか。後輩に伝えたい事等あればお願いします。
「そのインターンがきっかけとなり日本に帰ってきて、今でも同ブ
ランドで働けているので良かったと思います。また、その国で働く
ことで留学の目的をもつことができ、充実した生活ができていまし
た。」

―パーティーをたくさんしていたと伺ったのですが、そのなかで特に思い出のある
出来事はありますか。
「ニューイヤーパーティーをした時に、皆でカウントダウンをした
ことは印象に残ってますね。パーティーそのものの良さでいうと、
友達が増えることや色々な人と話せること。」
― 一緒にパーティーをしていたのは具体的にどこの国の方ですか。
「アメリカ人、あとは台湾人とのパーティーが多かったけど、現地
で知り合った日本人同士でも何度もパーティーはしました。」
―アパートでの開催が多かったということですがその場合は準備なども楽しそうで
すね。
「そうですね。家主がパーティーのホストになってました。何人か
で買い出しに行って、参加者から集金してました。くらいが相場
だったかなと。追加で行ったこともしばしば…ホストは毎回赤字だ
ったみたいです。」
―そのような友人との出会いやパーティーをするきっかけなどあったら教えてくだ
さい。
「まず積極的に話す。向こうからしたら私達は外国人なので、尻込
みせずに、アメリカの大学には日本語を学んでいる学生や文化に興
味のある人が多いのでとにかく話して友達を作りました。そこから
はアパートに住んでいる友達のところに自然に集まる感じです。
―最後にそのような休暇の過ごし方をされる良さ等後輩に伝えられることがあれば
お願いします。
「現地の学生の友達はたくさん作るべきです。コミュニティが広が
ります。遊園地やメキシコへの二泊三日旅行など現地の友人に
連れて行ってもらって色んなことをしました。楽しい
ことも大変なことにも現地の友人がいて
良かったと思うことは
たくさんあり
ます。」

―長期休暇だけでなく留学全体を通して意味のあるものになったということです
ね。色々お話を聞かせていただきありがとうございます！
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♡友達恋人の作り方♡
実際に不安なのは、友人関係。どのような友人関係を実際に先輩たちは
作っていたのか。そして、一歩踏み込んだ恋愛をしてみたいと思う人も
多いかも。そこで、留学に行った先輩たちに、一歩踏み込んだ質問をし
ていきます

短期留学のすゝめ
「留学してみたいけど、お金ないし、サークルあるし…。」 そんなあなたに！
早稲田大学には《短期留学》のプログラムもあります！短期留学体験者のホンネを
聞いてみました。
短期留学を選んだ理由

★どうやって新しい友だちを作った？

★留学先で新しい
友だちは何人できた？
1~5人
4人

78人

73人

67人

まず、経済的な理由です。半年や年間の留学だと、コス
トが高いからです。次に時間的な理由です。私は教員を
目指していたので、長期留学をすると卒業まで〜年か
かってしまう懸念がありました。そこで教職との兼ね合
いも考え、短期留学を選びました！

56人
8人

6~10人
11人

11人

11~20人
16人

,<さん（文学部年）
中国北京大学ヶ月の短期留学
（外国人向け中国語コース）
年月〜月

それ以上
67人

★留学中に外国人の恋人ができた？

★どうやって仲良くなった？

メリット
99人

ごはんを食べに行く
77人

映画・ショッピングなど外出

クラブ・パーティー

64人

一緒に勉強

64人

★外国人と恋愛をすることに対して
どう思う？
どうも
思わ
ない

48人

スポーツなどのアウトドア

42人

部活・サークル

その他

いいえ

67人

お互いの家・寮で遊ぶ

旅行

はい

5人
2人

反
対
派

②短期であるゆえの実りある一ヶ月
私はヶ月のみの留学でしたが、中国語を上達させ
ることができました！月曜日から金曜日まで週日、
日約時間、中国語の授業を受けました。買い物な
どの日常生活でも、中国語漬けの一ヶ月を過ごした
ことで、急速に中国語力が伸びました。
ヶ月と限られた時間なので、「この一ヶ月をもの
にしよう！」と考え、集中して効率よく学ぶことが
できたと思います。

賛成派

★おもしろエピソード
・クリスマスにノルウェー人のお宅に呼んでもらって、ノルウェーの伝統料理を食べた。
・部活のチームメイトと試合の遠征に行ったり、遊びに行ったのは楽しい思い出。
・留学先のホームパーティやイベントなどに参加して友達が増え日本人の皆で主催したイ
ベントで人以上の友達が来てくれたこと。
・大柄なカップルと遊園地へ行って、彼女の方がジェットコースターのシートベルトし
まらなくて、拗ねて帰った。
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①留年の懸念がない
私は教職も取って４年で卒業するつもり
です。通常、年留学をした場合、教職
を取得するには、半年か年留年せざる
をえないのですが、短期留学であれば
年間で卒業することができることが一番
のメリットだと思います。
また、学生生活で部活やサークル等力を
入れていることがあり、長期で日本を空
けたくなかったので短期留学を選びまし
た。

短期留学前後での変化
語学力の点では、留学前は+6.の中国語の試験で、やっと級がとれるというレベルでしたが、
留学後は、余裕で級を取得できるレベルになりました。+6.の試験では、作文もあるのですが、
プレゼンの多い授業や、日常生活を通して、短期間でアウトプット力を身に付けることができま
した。
また、ヶ月もの間、海外に滞在するのは、この留学が初めての機会でしたが、ヶ月海外で生活
してみたことで、世界が広がり、多様な価値観を持つことができました。
私は、現在、高校で中国語を教える先生になりたいと考えており、中国語の免許も取得予定で
す。中国でのヶ月が私の夢を後押ししていると感じています。
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早稲田大学学生留学アドバイザーイベント紹介
学生留学アドバイザーでは年を通して

学生の留学意欲を促進させるようなイベントを開催しています！
興味がある方は奮ってご参加ください！！
留学アドバイザー一同、心よりお待ちしております！！！

年間のスケジュール

年度)

月

春の留学フェア

月

留学経験者のための
キャリア講座
with en-courage
秋の留学フェア
秋の留学相談WEEK

月

月
月

留学経験者のための
キャリア講座
withマイナビ
冬の国際交流パーティー
留学相談会
「出会わないと」

※これらのイベントスケジュールは一例です。
年度によって変更が出る場合がございます。

各イベントの概要
①留学フェア

春と秋 月＆月 に行われる、早稲田で留学の
準備に関する情報を最も多く集められるイベント
のひとつです！私たち学生留学アドバイザーも、
先輩留学経験者として個別相談ブースを設けてい
ます！行きたい国、地域に留学していた人の話を
聞けるチャンスですので是非お越しください！

③冬の国際交流パーティー

「国際交流はしたいけどいきなり留学はちょっ
と・・・」って人にオススメ！大隈ガーデンハウス
で外国人留学生とゲームやクイズで交流を深め、留
学へのきっかけをつかむチャンスです！各テーブル
で留学アドバイザーがサポートするので言葉に不安
があるそこのキミも飛び込もう！
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②留学経験者のためのキャリア講座

「留学終わってさぁ就活！でも何したらいいのか
分からない・・・」そんな方に向けたイベントで
す！就活を終えた留学アドバイザーを招き、「留
学経験を言語化する」ことを目標に就活の第一歩
をアシストします！

④留学相談会「出会わないと」

「自分が留学していた大学、国、地域の先輩と話
したい！！」「金銭面や生活面、学習面をどうし
ていたのかズバリ聞きたい！！」そんな欲張りな
アナタへのイベント！参加者一人一人に応じて可
能な限り近い地域で留学していた先輩を呼んで存
分に相談して頂けるイベントです！また同期とし
て留学を過ごす仲間とも一足早く会えるチャンス
かも・・・？寮生活、食べ物、休日の過ごし方な
ど気になるコトはぜんぶ聞いてしまおう！
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