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　「海外留学に行きたいけれど、一歩前に進めない」、

それが学生時代の私でした。社会人になると、長期休

暇の取得の困難さに直面し、学生時代に短期間でも

海外留学をしておけばよかったと大いに後悔したこと

を覚えています。海外留学・研修をしてみたいと思っ

ている本学の皆さん、学生時代にその夢を実現してみ

ませんか。

　海外留学・研修には多くの壁が立ちはだかっている

ことも確かです。しかし、本学では毎年約100名の学

生がその壁を乗り越えて海外に飛び出しています。な

ぜその壁を乗り越えられたのでしょうか。理由の一つ

が本学独自の「海外留学支援制度」の活用です。海外

留学・研修に挑戦する学生全員に費用の一部を奨励

金として交付しています。さらに、長期留学の場合は

本学の授業料免除、単位認定などにより留学期間を

含めて4年間で卒業することも可能です。

　二つ目の理由が手厚いサポートの存在です。渡航先

が決定しているモデルコースから自分で全てを決定す

るオーダーメイド型長期留学やボランティア研修まで

幅広い留学・研修の種類があり、自分の目的に合わ

せた海外留学・研修が可能です。オーダーメイド型で

も渡航先の選定や手続きについてのサポートが受けら

れますので、安心してください。渡航前には海外危機

管理セミナーも開催され、安心安全の海外留学・研修

を実現しています。

　海外留学・研修は決して華やかなものではなく、む

しろコツコツと努力しなければ得られないことが多々

あります。努力して初めて様々な背景を持つ人々と話

し合うことが可能になり、当たり前と思っていること

が理解されないことや自分の世界の狭さを知ります。

このような経験が異なる文化や価値観を持つ多様な

人々と共生、協働する知恵、それを生かす行動力とコ

ミュニケーション能力を身につけることに繋がります。

学生時代に海外留学・研修をしてみませんか。

群馬県立女子大学長

小林良江

海外留学支援プログラム概要
群馬県立女子大学の設置理念のひとつである「国際化社会に対応し得る広い教養と豊かな情操を備えた人材を育成すること」を実現する

ため海外留学を通して、活きた語学を学び、異文化交流を体験する機会を提供しています。

内容
体験的な学習を目的として海外留学を行う

学生を対象に、渡航費と授業料などの経費

について、長期留学は40万円、短期留学は

20万円を上限として助成を行います。

規模

100人程度

● 長期（6か月以上1年以内） 

● 短期（2週間以上6か月未満） 

種類
● 大学での正規授業、語学研修

● ボランティア

● インターンシップ（就業体験）

● フィールドワーク（現地調査）

Good Hope Studies Cape Town
　予想していたとおり、滞在中に一度も日本語を使いませんでした。そ

してもう一つ予想通りだったのが、留学生の比率です。東アジアからの

留学生は私１人で、フランス・ドイツ・スイス、といったヨーロッパ勢と、サ

ウジアラビアからの留学生が多かったです。多様なアクセントの英語を

聞き、それを理解する能力を身につけることができました。

多文化理解の必要性をアフリカ大陸を通して痛感しました。他国から

のインバウンドが増加しつつある日本にも適応できうる環境だと思いま

した。貧富の差は歴然で、スーツ姿でビジネス街を歩く人たちの中に、

食べ物を探したり物乞いしたりする人も同じくらいいて、社会保障と国

が雇用を提供することの大切さを感じました。

　一番の収穫は自分の中にある固定概念の打破で、生き方を大きく変えることとなりました。ケープタウンで出会った人たちは皆それぞれ自分

の夢や家族の将来に向かって努力をしていました。自分の人生にも無限の可能性があると思えるようになりました。

南アフリカ

国際コミュニケーション学部４年  O.M.

OHC Oxford Street 
　語学学校での体験はとても貴重なものでした。自分は幼い頃から人

の話は最後まで聞くこと、と言われていましたが、分からないことは即

座に手を挙げて発言する他国の人たちに最初は戸惑いました。黙って

いるのはやる気がないのと同じ、あるいは不参加と見なされると感じま

した。質問は恥ずかしいことではなく、積極的に質問したり、意見した

りすることの方が価値があるのだと体験することが出来ました。

　自分も含め、日本人は文法を完璧なほど理解出来ているのにも関わ

らず、Speakingは他の国の生徒よりも劣っていて、ディスカッションや授

業中の発言は特にそのレベルの差が現れるところでした。もっと話す機

会を自分から増やす必要があると感じました。

　寮生活では、ルームメイトとの文化やライフスタイルの違いからストレスを感じることがありました。しかし率直にそのことを伝えて二人の納

得のいく解決策を考えることが出来ました。違いを非難するのではなく、話し合うことが大切だと学びました。

イギリス

国際コミュニケーション学部４年  T.S.

Dominion English Schools
　たったの３週間でしたが、自分のことを見つめ直すことのできる大変

意味のある時間を過ごすことができました。大きな収穫は二つありまし

た。一つ目は、異なる視点から物事を見ることで新たな発見があるとい

うことです。語学学校には、アジア、ヨーロッパ、南米の国々から、下は

13歳から上は50歳と、幅広い年齢層の人たちが集まっていたため、一

つの物事に対し色々なとらえ方、多様性を楽しむことができました。

　二つめは積極性です。先生の言葉が印象的でした。「分からないか

ら発言しないのではなく、分からないと言わないと何も伝わらない。」自

分の殻を破るために短期研修を決意したのにもかかわらず、これでは

変わることができないと思い、自分から進んで話しかけたり、グループ

ディスカッションに参加したりしました。ずっと内向的で、苦手なことから逃げてきた自分でしたが、一歩踏み出すことが出来たのは私にとって

大きな収穫です。この研修で学んだこと、体感したことを今後に生かしていきたいです。

ニュージーランド

文学部英米文化学科3年  N.Y.

短期研修

群馬県立女子大学からの主な留学先

蘇州大学
（交換留学協定校）

大連外国語大学
（交換留学協定校）

高麗大学校
（交換留学協定校）

トンプソンリバース大学 ウィニペグ大学 ELP ヒューロン大学
（交換留学協定校）

リーズ大学

サウスダコタ大学

国立高雄科技大学
（交換留学協定校）

マラヤ大学（交換留学協定校）

マッコーリー大学 ニューサウス
ウェールズ大学 IL

ディーキン大学
DUELI

カリフォルニア州立大学
フレズノ校

カリフォルニア大学
ノースリッジ校

ハワイ大学ヒロ校
（特別留学生派遣協定校）

デ・ラ・サール大学
（交換留学協定校）

マレーシア APU



ディーキン大学附属語学学校
　この5週間で、語学はもちろんのことですが、海外の文化やマイノリ

ティーとして生活する経験など、日本では気付くことのない経験をする

ことができました。語学学校では最初はミスをすることに怯えていまし

たが、スピーキング向上のために、各国からの留学生と話すILCという

授業が組まれており、話すことでインプットとアウトプットができることを

体験しました。英語は受験や就職に役立つ一つの手段だとしか考えて

いなかったが、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語を母語とする各国

からの留学生と自分をつなぐのに絶対必須なツールであるということも

改めて分かりました。

　様々なバックグラウンドをもつオーストラリア人の文化は、寛大に他

を受け入れるという素晴らしいものでした。自分と人は違うということを自然と意識できるようにならなければいけないと感じました。意識の問

題など多くの気づきを得ることができ、そして何より多くの人との出会いを一期一会に大切にしようと思える経験をすることができました。

オーストラリア

文学部総合教養学科２年  O.M.

am language studio
　この研修をとおして大きく２つのことを学びました。一つは新しい環境や
出会いの大切さです。最初はストレスに感じることもありましたが、新鮮な
体験ばかりで、自分の置かれた状況を楽しむことができました。日本にいた
ら、毎日一定の生活を送るばかりで自分自身の変化を感じることはありま
せんが、新しい環境と多くの出会いは、私を大きく成長させてくれました。
　二つ目は気持ちです。コミュニケーションには気持ちが大切だと知りま
した。きれいに話そうという気持ちにとらわれ、積極的な交流ができませ
んでした。ですが、話したいという気持ちが先行すると、友達との会話量
が自然と増え、会話が弾むようになりました。決してうまく英語を話せたわ
けではありませんが、コミュニケーションへの意欲が高まったことで多くの
人との交流が生まれました。
　研修が私を大きく成長させてくれたことは間違いありません。この学び経験を忘れることなく、これからの人生において自分のパワーのよりどころ
として頑張りたいと思います。

マルタ

国際コミュニケーション学部3年  A.C.

Sprachcaffe Language Plus
　６週間というわずかな期間でしたが、自分なりに目標を掲げ、その達成

に向けて努力した結果に対して、達成感を得られたことを嬉しく思い、ま

た自信につながっています。

　自分の英語力では不安しかなく、授業やホストファミリーの会話のテン

ポに付いていくことができませんでした。英語が正しいのか、失礼なこと

を言っていないか、そんなことを考えると、会話が続かず途切れ途切れに

なっていました。しかし、授業で学んだり、よく耳にしたりするフレーズを意

図的に使ってみると、それが自分の中に定着し、スムーズに表現できるよ

うになりました。

　バンクーバーはとてもきれいな町で環境問題にも熱心に取り組んでい

るという印象をもつ一方で、たばこの規制に関してはまだまだ遅れていると感じました。日本を外から見ることで日本の良さを改めて考えることもで

きました。この６週間は自分の人生の中で一番濃く、充実したものでした。この経験と知識をこれからの進路選択にも役立てていこうと思います。

カナダ

国際コミュニケーション学部３年  K.N.

ヘルシンキ大学
　フィンランドへの留学は不安なことだらけでしたが、多くの人のサ

ポートのおかげで大変満足のいく研修となったと感じています。学校選

びから始まり、手続き、格安航空券の手配、と全て自分で行いました。

また、一人での海外渡航も初めての経験でした。帰国までには、予期

せぬトラブルもありましたが、一つ一つ解決する度に、自分の成長を実

感したり、周りの人たちに感謝したりする貴重な経験となりました。大

学での研修と課題は非常にレベルが高く、勉強に明け暮れる日々 が続

きました。先生やクラスメイトたちが親身にサポートしてくれたため、課

されたプロジェクトもなんとか成功し、満足のいく研修となりました。授

業は能動的なものとして捉え、学生に常に意見を聞き、学生に主体性

を持たせる教育方法はとても有効だと思いました。世界各国から集まった学生たちとの交流には英語が必須なのは当然なことですが、英語が

意思疎通のための一種のツールであるということを改めて認識することができました。

フィンランド

文学部英米文化学科３年  F.Y.

ZAイングリッシュアカデミー・ビザヤ大学付設校
　研修先について調べていると、他国と違いフィリピンの語学学校で

はマンツーマンレッスンを行っているということが分かりました。最初

はなかなかうまく話せませんでしたが、私の拙い英語にも先生はじっく

り話を聞いてくれ、丁寧に返答してくれました。日々 の会話を積み重ね

ていくと、抵抗感もなく楽しく会話ができるようになっていきました。学

校には台湾、ベトナムとアジア各国から学生が集まっていました。私の

ルームメートは台湾からの留学生でとても仲良くなり、一緒に旅行を楽

しむこともできました。彼女といることで必然的に英語を話す量が増え

ました。相手に伝わっていることが分かると、会話もスムーズになり、

返答も早くなり自信につながっていきました。発展途上と言われている

フィリピンですが、人々はとてもフレンドリーで、私を温かく迎えてくれました。ボランティア活動にも参加し、子どもたちの純粋さや前向きな姿

に心を打たれ、アジアの発展についても考える良い機会となりました。

フィリピン

文学部英米文化学科２年  T.A.

日本語教師　キラウィーハイスクール（ボランティア活動 ）
　初めての海外渡航に不安は多々ありました。英語力が足りず意思疎

通に苦労したり、慣れない海外生活に苦悩したりしました。問題が起こっ

た時には、いかに解決できるか自分で考え、調べ、人に聞き、と前向きに

取り組み、一つ一つをクリアする度に、自分の成長を感じることができまし

た。

　キラウィーハイスクールでは、高校生が日本語の読み書き・文法はもちろ

んのこと、お正月や成人式など日本の伝統や文化について学んでいまし

た。疑問や不思議に思うことについて積極的に質問してくる生徒たちは

日本をよりよく理解しようとしていました。互いの文化を理解し尊重するこ

とが異文化理解だということがよく分かりました。学生からの質問にうまく

答えられず、かえって混乱させてしまい不甲斐ない思いもしました。オージーイングリッシュと自分が学んできた英語の違いに苦しみながらも、新しい

発見を楽しむこともできました。短期間ではありましたが、有意義で唯一無二の貴重な経験をすることができました。

オーストラリア

国際コミュニケーション学部４年  A.N.

短期研修



上海交通大学
　2月から6月までの留学生活は本当にあっという間で、今となっては夢

から覚めてしまったような感覚です。留学前に感じた「恐怖心」はとうに

消え、自分の殻を破り一回りも二回りも成長し、自分の可能性を広げ

ることができました。授業初日から留学生も積極的に授業に参加して

いるのに、私は全く発言ができませんでした。翌日から最前列の特等席

を選び、授業でもたくさん質問をしていくと、中国語の力はぐんぐん伸

びていきました。中国語はもちろんのこと、勉強したかった中国経済や

貿易についてもたくさん学ぶことができました。クラスメイトたちはビジ

ネスマン、妊婦さん、駐在員とさまざまでしたが、誰もが授業熱心で、

お互いに刺激し合える環境にいられたことは幸いでした。上海の生活

水準は国内でもトップクラスで、その経済成長を肌で感じることができました。これからも継続して中国語を勉強し、チャンスがあれば中国で仕

事をしてみたいと思っています。得るものが多い留学生活でした。

中国

国際コミュニケーション学部４年   N.A.

ディーキン大学
　留学をとおして学んだことは数多くあります。精力的に英語力を鍛

え、大学では教育について学び、学校内外では様々なバックグラウン

ドをもつ学生との多文化交流を行いました。全てが自分の財産となっ

ていますが、中でも一番の財産が、自分自身と向き合い、自分を受け入

れ、孤独に苦しみながらも自分らしくいられる喜びを感じることができ

たことです。人間関係に過敏になり、勉強ではないところでストレスを

感じることが時々ありました。今までの自分は世間体を優先し、自分の

気持ちを二の次にする傾向がありました。自己主張をしない自分に嫌

気がさすこともありました。その思いを綴った日記で自分と対峙したり、

しっかりと「自分」をもっている仲間に素直に自分の気持ちを話したりし

たおかげで、私も自分のことも大切にし、他人のことも大切にできるようになりました。何でも話せる友人ができたことが私の留学生活を豊か

にしてくれました。お金はかかりましたが、長期留学に挑戦できて本当に良かったと思っています。

オーストラリア

国際コミュニケーション学部４年  O.H.

デ・ラ・サール大学
　留学をして本当に良かったと思っています。8ヶ月間の留学生活をと

おして、英語運用能力がアップし、様々なバックグランドや異なる文化

をもつ人たちとの意見交換が本当に楽しかったです。自分の意見には

良いも悪いもなく、それを共有し合ったり素直に伝えることがどれだけ

大切かを学びました。国籍や性別といった固定概念での見方から、自

然とその人その人の個性を見ることができるようになり、出会った全て

の人との交流が輝かしいものとなりました。フィリピン人の友達の時間

のルーズさが嫌で、何度か我慢していましたが、ストレートに思いを伝

えると、日本人との感覚の違いに驚かれながらも、気持ちを伝えたこと

に感謝されることがありました。嫌悪やいらだちを感じたままにせず、

言葉にして伝えるとお互いにもっと親密になれると感じました。留学中にストリートチルドレンに勉強を教えるボランティア活動にも参加しまし

た。幸せの価値、生きる意味について考えさせられる貴重な経験をすることができました。

フィリピン

国際コミュニケーション学部３年   K.M.

ステットソン大学
　ホストファミリーに恵まれた留学生活でした。自分の娘のように扱っ

てくれるホストマザーのおかげでアメリカでの生活には徐々に慣れてい

きましたが、学校生活にはなかなかなじめませんでした。他の国から来

た留学生たちと、日本とは違うスタイルの授業を受けることに戸惑いと

不安を隠せませんでした。自分の町、国、文化や歴史についての知識

のなさを痛感するとともに、自分が学ぶべきことや身につけるべきことを

気付かされました。この留学がなければ感じることのなかったことがたく

さんありました。帰国前日の修了式では、あえて事前の準備をせず、自

分の思いを率直に伝えようと決めてスピーチに望みました。アメリカで

の経験、日本にいる家族、そして成長した自分を誇らしく思う気持ち、

色んな感情がこみ上げる中、感謝の気持ちを込めつつ、思いを伝えることができました。英語の上達が目的でしたがそれだけでなく、自立心が

養われ、更なる成長のために何をすべきなのか、常に考えていこうと思います。

アメリカ

文学部英米文化学科３年  M.A.

リーズ大学
　イギリスでの留学生活は、毎日が新鮮で刺激的でした。空港から寮

に入り留学生活が始まると、外国人としての自分に不安に怯え、孤独

すら感じていました。留学しなければ味わえなかった貴重な経験です。

語学学校では日本人の多さに圧倒されましたが、リーズ大学の学生が

Conversation Partner となってくれて以来、彼女は私の生活に欠かせ

ない存在となってくれました。中国からの留学生からは、自信を持って

英語を話すことの必要性を教わり、お互いを励ましながら言語習得に

向けて努力しました。大学の講義は想像以上に大変で、予習・プレゼ

ン・エッセイと…といつも授業に追われながらも、なんとかやりきれまし

た。留学には大きなエネルギーが必要だと改めて感じました。言語や

文化、バックグランドは異なっても、その違いを受け入れて理解することが大切であり、同時に自分が自分であるためには自身の個性に向き合

い、強くある努力が必要なことを身をもって感じた留学生活でした。

イギリス

国際コミュニケーション学部３年   H.R.

グローバルヴィレッジイングリッシュセンターズ
　一人での海外渡航、留学は極めてチャレンジングなことでした。一ヶ

月も経つと生活にもだいぶ慣れ、気付けば友人も増えて充実した留学

生活を送ることができました。留学中には予期せぬことばかりが起こり

ましたが、一つ一つ問題を解決し乗り越えた時、自分の成長を実感す

ることができました。世界中から集まった仲間との話し合いをとおして、

自分のこと、そして自分の国がどう他国から見られているのかを聞けた

ことはとても興味深いものでした。授業では失敗を恐れず積極的に発

言することを心がけた結果、先生方からはSpeaking力が伸びたというコ

メントを多く頂いたり、 Best　Studentに選んでもらえたりして、その全

ての経験が自信につながっていきました。日本にいたら到底経験できな

かったことばかりです。自分の考え方、価値観を大きく変えることができたことに喜びを感じるとともに、これからもこの留学経験を糧に様々な

ことにチャレンジしもっと自分を高めていこうと思います。

カナダ

文学部英米文化学科３年  T.C.

長期研修




