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2 年生の夏から 11 カ月間、学校の交換留学制度
を利用しオランダ国立南大学に留学しました。

オランダはヨーロッパのドイツとベルギーの間
に位置しており、九州地方より小さい国です。南
大学はその南に位置している、マーストリヒトと
いう都市にあります。オランダの中で一番歴史の
古い街と呼ばれ、大きなマース川を中心に古い街
並みが広がっています。街にはショッピングスト
リートや 2 つの大きな広場もあり、そこでは魚市
場やフリーマーケット、移動遊園地など、1 年を通
して退屈することはありません。お祭り好きの国
民ばかりなので、King’s day や World Cup にな
ると町中がオレンジ色に染まりました。

オランダは移民国家なので様々な国籍の人が生
活しています。学校の留学生受け入れも積極的で、
南大学でもたくさんの留学生がいました。私の選
択した European Studies というコースには、フ
ランス、ベルギー、ドイツ、ルーマニア、アメリ
カから来た学生がいました。授業はすべて英語で

オランダ国立南大学
実践女子大学 文学部
英文学科 4年

草野 陽

行われるので、はじめは全く理解できず慣れるま
で一言も話さない授業もあったほどです。しかし
グループワークやプレゼンテーションが多く、自
然と学生同士コミュニケーションをとることがで
きたので、クラスメートや先生に助けられながら
なんとか参加できました。半年ほど経つと話の内
容が理解できるようになり、自分の意見を言った
りできるようになりました。学生たちは授業に対
して積極的で先生の意見に反論する学生もいて、
とても刺激を受けました。

オランダは EU 加盟国のひとつでドイツ、ベル
ギー、フランスに囲まれています。私の滞在先の
マーストリヒトからは自転車で 20 分でベルギー
に入国できます。EU 加盟国（イギリスは除く）な
らどこへでも簡単に行けるのです。さらに交通手
段によっては入国審査もいりません。留学中、ス
ペイン、ドイツ、ベルギー、フランス、ロンドン、
スコットランドへ驚くほどの低価格で旅行しまし
た。旅行中はその都市の空気を味わうため、電車

やバスはできるだけ控え毎日
12 時間近く歩き続け、ホテル
ではなく現地の一般家庭にホームステイしまし
た。サッカー好きのホストファミリーとバーで
サッカー観戦したり、普通では味わえない体験が
できました。フランスへ旅行した時はフランス革
命の日だったので、夜にはエッフェル塔と花火の
コラボレーションを見ることができました。

オランダ国立南大学には日本語学科がありま
す。留学中は微力ながら学生たちの学習のサポー
トと先生方の授業のアシスタントをさせていただ
きました。そこで感じたのは、日本人だけど日本
語について私は何も知らないということです。学
習のサポートといっても教えられることは少な
く、一緒に学ぶことがほとんどでした。日本語が
通じるので、留学中はオランダの生活で困ったこ
とがあるとみんな快く手助けしてくれました。授
業後は一緒に勉強したり、観光スポットに一緒に
行ったりしました。

学生の留学体験記

2 3



 短期留学 （夏期海外語学研修）

 長期留学 （6ヶ月以上）

サセックス大学

ロンドンのショッピング街

フレーザーバレー大学

カナダ先住民の文化を象徴する

トーテムポール

大学 1 年生の後期最初の授業で、実践女子大学
の言語文化研究センターが斡旋している交換留学
のチラシを目にしたとき、私は「今しかない」と
思い、カナダへ 8 か月間留学することを決心しま
した。選考結果で留学することが決まり、実践女
子大学の代表として、日本の代表として海外で学
ぶという意識が高まりました。留学では、英語は
もちろん、カナダについての知識や、移民の国な
らではの体験など様々なことについて肌で感じ学
びました。

留学当初は、事前に英語を勉強していったにも
かかわらず、現地の人とコミュニケーションが成
り立たず、枕 1 つ買うのにレジの流れをとめ、長
蛇の列を作ってしまったこともありました。その
時、私のすぐ後ろにいたお客さんが嫌な顔ひとつ
見せることなく助けてくれました。またバスの運
転手との乗り降りの際に挨拶を交わす文化は、と
ても温かく感じました。

カナダは、日本人をはじめ、様々なアジア系や
南米系、ヨーロッパ系などたくさんの人種が集
まっている国です。授業では、クラスにも様々な
国から来た人たちと一緒になり、文化を共有する
ことができました。そして、そこで私の中のそれ
ぞれの国に対する先入観（中国人 = ○○、韓国人
= ○○など）が、なくなりました。人の性格は、
文化の背景などに影響されるかもしれません。し
かし、その国の文化や背景だけで人を判断するの
はよくないことに気づきました。日本人でも寿司
が嫌いな人がいるように、餃子が嫌いな中国人、

海外留学制度実践女子大学の

キムチが嫌いな韓国人がいたのです。私はこの留
学を通して、英語をコミュニケーションの媒体と
して様々な国の人たちと交流できる楽しさや、素
晴らしさを学びました。

英語力については、留学当初よりも確実に向上
したのではないかと思います。日本へ帰国してか
らは、カナダで学習した英語を忘れたくないとい
う思いで、1 日 1 回は英語に触れるように気を付け
ています。今思うと留学前よりも英語を勉強して
いるように感じます。先日、観光地で、カメラを
片手にきょろきょろしている外国人を見かけ、「撮
りましょうか」と自分から声をかけました。また、
道で電車について尋ねられた時、留学前なら「あ
まり詳しくないので」といってその場から逃げて
いましたが、今では何としてでも力になりたいと
思えるようになりました。これは、留学をして英
語に少し自信がもてたということもあると思いま
す。しかし、それよりも、カナダで親切にしてく
ださった現地の方たちのように、私も日本で困っ
ている外国人を見かけたら、できることをしたい
と思えるようになったことが一番大きいと感じて
います。

私は 8 か月間の留学で、英語だけではなく、
人として成長することができたと感じています。
このような貴重な経験ができたのは、実践女子
大学の先生方のご支援や、家族の助けがあった
からだと思います。これからは感謝の気持ちを
忘れず、この留学経験を生かしてさらに勉学に
励みたいです。 91.5％です。

2014年度 英文学科卒業生の
就職内定率は

英文学科で学んだ卒業生は、
金融業、航空運輸業、学校教育など、
多くの業界で活躍しています！

本学では毎年、夏期に海外語学研修
を行っています。

交換留学生として長期留学する場合、
交換協定を結んでいる以下の大学に 
派遣されます。

カナダ・フレーザーバレー大学
実践女子大学 文学部
英文学科 3年

松岡 澄佳

（2015年5月1日現在）

就 職 状 況
英文学科 2014年度卒業生

フレーザーバレー大学 *カナダ
オランダ国立南大学 *オランダ
檀国大学校 *韓国
中国伝媒大学 *中国

ワシントン大学 *アメリカ
フレーザーバレー大学 *カナダ
サセックス大学 *イギリス
檀国大学校 *韓国
北京大学 *中国

交換協定校

一覧

派遣先一覧
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イギリス
滞在記

2014 年 4 月から 2015 年 3 月まで、イギリスの
レディング大学にて在外研究を行いました。レ
ディング大学はロンドンから西に電車で 30 分ほど
の緑豊かな場所にあります。起源は 1860 年に創
立された Schools of Arts and Science にあり、
現在では約 17,000 人の学生―うち留学生が約
6,300 人―が在籍する国際色豊かな総合大学です。
私が所属したのは人文学部の英語・英文学科です
が、レディング大学は農学部も有名で、大学内に
研究用の植物園を兼ねた庭園があり、天気の良い
日には庭園でランチを食べている人もいました。

大学のある街、レディングは交通の要衝であり、
産業都市として栄えました。街には、レディング
で作られた赤レンガが印象的に用いられている建
物も多くあります。イギリス文学との関係では、
作家のジェイン・オースティンが一時期レディン
グにある学校に通っていたことが知られています
が、最も有名なのは、作家のオスカー・ワイルド
がレディング監獄に投獄されていたことでしょう。
あるいは、洋楽に詳しい人は、野外ロックフェス

「レディング・フェスティバル」の会場として名を
聞いたことがあるかもしれません。レディングに

本拠地を置くフットボール（サッカーのこと。イ
ギリスではサッカーとは呼びません）のチームも
ありますが、2015 年現在、2 部のリーグに所属し
ており、もうひと頑張りして 1 部のプレミア・
リーグに上がって欲しいところです。

レ デ ィ ン グ ゆ か り の 人 物 と し て、 日 本 で は
2016 年公開予定の映画『パディントン』の作者
でレディング育ちのマイケル・ボンドが挙げられ
ます。ちなみに、レディングからロンドンに向か
うと、まず降り立つ駅がパディントン駅であり

（「パディントン」とはもともと駅の名前です）、駅
構内にはパディントンの像や、グッズを売っている
ショップがあります。また、最近話題のキャサリン
妃の故郷が近く、妃が生まれたロイヤル・バーク
シャー病院があるのも、このレディングです。

レディングはロンドンに近いこともあり、研究の
合間にはロンドンで息抜きをしていました。有名な
英語辞書編集者のサミュエル・ジョンソンは、「ロン
ドンに飽きたと言う人は、人生に飽きたのだ」と述
べたと伝えられていますが、その言葉通り、ロンド
ンにはありとあらゆるものが詰まっています。古さ
と新しさが同居している街、それがロンドンです。

ロンドンには、古い歴史を持つ建物が多くあり
ます。写真のケンジントン宮殿は、かつてチャー
ルズ皇太子と故ダイアナ妃が住んでいた建物です。
もともとノッティンガム・ハウスと呼ばれていま
したが、1688 年の名誉革命によって国王となった
ウィリアム 3 世とメアリー 2 世が買い上げて以
降、王室の宮殿となりました。一部しか公開され
ていませんが、豪華な部屋の様子からは、王室の
歴史を感じることができます。

一方で、多くの劇場、ショップ、レストランに
アクセスしやすいピカデリー・サーカス周辺では、
ロンドンのエネルギーを感じることができます。
日本でもなじみ深いミュージカル『オペラ座の怪
人』、『レ・ミゼラブル』はロンドン発のもので、
現在もロンドンで上演中です。最近では、『ビ
リー・エリオット』というミュージカルも話題を
集めています。また、ミュージカル以外の演劇も
数多く上演されており、やはり日本でも話題に
なった『ウォー・ホース～戦火の馬～』や『真夜
中に犬に起こった奇妙な出来事』などの作品が現
在でも観られます。

また、イギリスを語る上で良くも悪くも欠かせ

ないのが食べ物でしょう。イギリスの料理はまず
いとも言われますが、もともとパブで出される料
理には定評があり、フィッシュ・アンド・チップ
ス、ロースト・ビーフ、イングリッシュ・ブレッ
クファストなどの定番料理は有名でした。その上
で、近年ではパブ以外のレストランで供される食
事やスーパーの調理品のレベルが向上したともっ
ぱらの評判です。もう一つ、イギリスでの定番の
食べ物、飲み物と言えば紅茶とスコーンでしょう。
クロテッド・クリームとジャムを載せたスコーン
と紅茶で午後のひとときを楽しむこともできます
し、本格的なアフタヌーン・ティー ―独特な形状
のトレイに載せられてくる、サンドイッチ、ス
コーン、ケーキを食べながら紅茶を楽しむ集い― 
も人気が高いです。

この 1 年間、のんびりとしたレディングでの生
活の合間に、上で紹介したようなロンドンでの刺
激的な生活を味わうといったペースで研究に励む
ことができました。最後になりますが、このよう
な機会を与えてくださった実践女子大学に感謝申
し上げたいと思います。

広々としたレディング大学キャンパス

ケンジントン宮殿パディントン駅にいる
クマのパディントン

イギリスのパブ

イギリスにはリスもたくさんいました

左上）イギリス名物ロースト・ビーフ
左下）典型的なイングリッシュ・ブレックファスト

右）優雅にアフタヌーン・ティーを楽しむ

土屋 結城准教授の
在外研究報告
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恵比寿→

←原宿

渋谷警察署
明治通り

地下鉄
表参道駅

B1
出口

新南口

青山学院大学

青山学院
初等部

國學院
大學

渋谷図書館

クロス
タワー

渋谷
ヒカリエ

渋谷郵便局

骨董通り

常磐松
小学校

渋谷
ファースト
タワー

宮下公園

青
山
通
り

六本
木通
り

生産性
本部

渋谷駅
東口

宮益坂口

実践女子大学・大学院
実践女子大学短期大学部
渋谷キャンパス

実践女子学園
中学校高等学校

実践女子大学 英文学科研究室  〒150-8538 東京都渋谷区東1-1-49  TEL 03-6450-6877  FAX 03-6450-6878

一般入試
★自分の得意科目を活かしてチャレンジ。

AO入試（専願）

★2回の面談と課題を通して、総合的な視点で判定。

センター試験入試
★1月の大学入試センター試験の結果で

合否を判定。

★地元での受験が可能。

Ⅰ期	2科目型	：2016年	2	月	2	日
	 3科目型	：2016年	2	月	3	日
Ⅱ期		 ：2016年	2	月18日
Ⅲ期		 ：2016年	3	月	6	日

2015年	8	月22日
   及び
2015年	8	月29日

特別選抜入試（海外帰国子女・社会人）

★海外の高校で学んだ人や社会で働いたことのある人が、
経験を活かしてチャレンジ。

2015年11月22日

編入学試験
★大学・短大の卒業生や卒業見込の人に向けた試験。

実践女子大学でさらに深く学びたい人へ。

2015年11月	1	日

推薦入試（専願）

★小論文や面接による試験。高校時代の実績が勝負。

公募推薦、卒業生・在学生子女推薦
	 ：2015年11月22日

指定校推薦	 ：2015年11月15日

2016年度入学予定者対象

英文学科入試情報

実践女子大学 英文学科 ブログ 検索でブログを随時

更新中！

試験日 試験日

試験日

試験日

試験日

実践女子大学渋谷キャンパスは

渋谷駅から徒歩約10分

表参道駅から徒歩約12分です

渋谷キャンパス

アクセス
への


