




はじめに
この本は、留学が決まったみなさんが充実した留学生活を送ることができるよう、出発
前の準備方法から留学期間中の過ごし方、さらに帰国後についてまとめました。第一
章は「留学準備」について、この期間をどのように過ごせば留学成果を最大化できるの
かをまとめています。留学は現地に到着してから開始するのではなく、決定後日本での
準備段階から留学を意識して過ごすことで現地での生活に格段の差が出ます。渡航
前の準備次第で留学の充実度が異なってくるので、何が必要なのか考えると共に海外
留学室スタッフ及び先輩方のコラムなども参照して生活に活かしてください。

第二章は「留学先での過ごし方」として、到着後多くの人が直面するカルチャーショッ
クとその対処法、留学先での講義の受け方のヒント、自身の身を守る危機・健康管理
に関することがまとめてあります。慣れない生活に置かれる心身のストレスは相当なも
のですが、事前に対処方法の知識があれば、自分はどのような状況にあるのか冷静に
判断することができ、また、その対策も事前に考えておくことが可能です。勉強方法に
ついても、日本で学んできたスタイルと海外のスタイルは異なることが多々あるのでコ
ラム等も参考にして準備をしてください。

第三章の「帰国に向けて」では、留学終了間際と帰国してから留意すべき点について論
じました。留学先を去る準備として必要なこと、また、日本を離れていた月日だけ大き
くなる日本への再適応（リエントリーショック）について、さらに、留学を振り返る過程に
ついて触れています。帰国直後の時期は留学成果について振り返り、次につなげてい
く大切な時間です。日本に戻ったら留学は終わり、にするのではなく、自分の中で留学
を整理し、消化して次のステップに進んでいきましょう。

留学によって得られるものは現地での経験、身につけた語学力、異文化適応力だけで
はありません。留学準備期間、そして帰国後もたくさんの成長の機会があります。過ご
し方次第で大きな差が出るので、それらを最大限に活かすためにも、留学準備段階か
ら帰国後まで、簡単ですが必要なことを網羅しました。留学の節目節目で読み返し、
自分の置かれている状況を確認するとともに、次に何をするべきなのか、何が必要なの
か考えるヒントになれば幸いです。

国際教育交流センター海外留学部門
部門長 岩城奈巳
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交換留学や大学院の正規プログラムへの留学では、留学先で開講されている授
業を現地の学生と一緒に受講します。つまり現地の学生と同じ基準で評価され
ることになります。そこで重要なことの一つは、その科目に対する基礎知識の量
です。例えば社会学の授業を例に考えると、日本ですでにある程度の基礎知識
がある場合と、留学先ではじめて社会学を学ぶ場合で、内容理解の早さに差が
出ることは想像できます。また事前に学習していれば知識によって自分独自の視
点を持ち、授業に臨むこともできます。

留学先の学生と一緒に授業を受けることを想定した語学対策は必須です。
英語で理解して、英語で発信することに慣れるために、英英辞典や類語辞典を
活用することをおすすめします。また、留学前から各部局で開講されている英語
講座、全学の英語講義（G30	for	everyone,	NUPACE）やMei-writing、国
際交流グループなども活用していきましょう。（P8	留学先での語学対策を見据
えた語学対策）

専門分野の学習・研究をしっかり行う

語学対策 ※英語以外の言語も下記に準じます

◆勉強を支える気力と体力◆
一般的に海外の大学で課される宿題の量は、日本の学生にとっては驚く
ほどの多さです。日常的に勉強量をこなす気力と体力をつけておくことは、
非常に重要ですし、それによって留学中の発展的な学習を支える基礎知識
も自然と身に付くことになるでしょう。

留学の成果を最大化するためには、渡航前の準備の質が重要です。ここでは特に
交換留学や大学院への進学など、半年以上の海外滞在を想定していますが、短期の
語学研修などについても共通する部分が多くあるので、参考にしてください。

１－１留学準備期間の過ごし方
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名古屋大学の概要
大学の概要が掲載されているパンフレットは、広報プラザや公式ホームぺ―ジでダウ
ンロードできます。交換留学生は名大のアンバサダーとしての役割を求められること
もあるので、簡単な説明フレーズを頭に入れておくといいでしょう。

岩城｜海外留学室

留学中は自分の抱える問題点を相手に説明し、適切なサポートを受けながら、
自立して物事を進めることが重要です。日本にいる間から日本語であってもしっ
かりと主体的に言葉を尽くしてコミュニケーションをとることを心掛けてみま
しょう。日本では「察して理解する」というコミュニケーションの傾向があります。
しかし曖昧な表現によって意味する内容は、文化によって異なることがあります。
いくら上手に英語で話していても、日本語モードの間接的な表現では、相手にうま
く通じないのです。したがって、まずは意味するところをすべて明確に言語化して、
説明するスキルを身に付けることが重要です。（P25	コミュニケーションのスキル）

「日本の政治体制は？」「日本の大学進学率は？」「名大の学生数は？どんな学
部があるの？」……、留学中はあるゆる場面で「日本では？」「あなたの出身地で
は？」の質問が飛んできます。さらにあなた自身について「専門分野は？」「将来
の夢は？」「どうして留学したの？」と聞かれることが多くあるでしょう。このよう
な質問に対して「よくわかりません」といった答えしかできなくて悔しかった、せっ
かく会話できるチャンスだったのにもったいなかったという感想が、留学経験者
より寄せられます。留学前にある程度、想定される質問の答えを準備しておけ
ば、渡航直後からいろいろな人とのコミュニケーションが広がるでしょう。

自分の要件や問題点を伝える力

専門分野の学習・研究をしっかり行う
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今回の留学は将来のキャリアプランの中でどのように位置づけられるのでしょうか。
今の時点では明確になっていなくても構いませんが、少なくとも留学経験はみ
なさんの将来のキャリアプランに影響することを認識しておくことは必要です。
経験を積みながら、将来像の大きな絵の中で今回の留学を位置付けていきま
しょう。留学経験によって視野が広がり、考え方にも幅ができれば、留学前に想
定したキャリアプランを帰国後大きく変更することもあるでしょう。留学前・中・
後のプロセスの中で、柔軟に考え、少しずつ職業に対する考え方が明確になって
いくよう、心がけると良いと思います。（P42	進路（進学・就職）について）

留学の目的や将来のキャリアプランを併せて考える

留学先での新しい環境への適応プロセスには、大きなストレスがつきもので、その
ストレスへの対処法は人によってさまざまです。継続的な運動によってリフレッ
シュする人もいれば、音楽を聴いてゆっくりしたり、友達とおしゃべりすることで
ストレスを軽減する人もいます。趣味やスポーツに没頭することで、勉強との
バランスをとる人もいます。留学先で課せられる多くの勉強量に対して、自分は
何をすれば心身ともにバランスよくいられるのか、日ごろの生活の中で意識して
みてください。（P27	ストレスへの対処法）

自分にあったストレス対処法を見つけておく
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留学先での勉強を見据えた語学対策

Reading
留学先では膨大な量のテキストを読みこなす力が必要となるので、多読を実践してみ
ましょう。また英語の学術書に慣れるため、専門書を読んだり、留学先で使用する教
科書が手に入れば読んでみるといいでしょう。読んだ内容を自分の言葉で要約する
練習も役に立ちます。

Listening
授業をオンラインで公開している海外の大学もあります。自分のリスニング力の確
認だけでなく、臨場感をもってノートテイキングの練習や聴いた内容に対して意見
を言うなどの練習を事前に行い、留学先での授業に備えましょう（例：MOOCs、
iTunesU、TEDなど）。

Speaking
留学先での様々な状況を見据えて、授業中、複数の中、1対 1など、意見を発信する
ことに挑戦しましょう。学内でも英語講義や国際交流サークルなど、英語を話す機会
は多くあります。

Writing
膨大な読み物とともにレポートの課題が多いのが、海外大学の特徴です。英語で
アカデミックペーパーを書く際のルールを確認しておきましょう。例えば形式には
MLA（Modern	Language	Association）やAPA（American	Psychological	
Association）などがあり、コンマやハイフンの使い方、参考文献の書き方など
が詳細に決まっています。ルールやマナーを知ることは、不注意による「剽窃行為
（plagiarism）」を防ぐことにもなります。名大の中央図書館ではWritingサポート
として、各種講座やサポートデスクを設けています。

村山｜海外留学室
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大学からの公式な派遣として海外留学室を通して手続きを進めます。
書類の送付は海外留学室が行います。

□出願の締切日と必要な書類を協定校のホームページなどで確認
□書類を作成し、出願書類のコピーをとる（送付中の紛失に備えて）
□海外留学室に提出（少なくとも協定校締切の1ヶ月前）

出願書類を揃える（郵送またはオンライン申請）

◆準備のポイント◆
①オリジナル情報を確認する
留学先大学や大使館などのホームページを定期的に確認し、最新の情報
を入手します。口コミや体験談など「間接的な情報」に惑わされないよう、
必ずオリジナル情報を確認してください。

②メールや電話のマナーは守る
留学に関する大切な情報は名大全学メールでお送りします。定期的にメール
チェックをしてください。海外からのメールは「迷惑メール」フォルダーに振り
分けられている場合も多々あります。迷惑メールフォルダーも中身を確認す
るようにして下さい。またメールのマナーを守って、本文には受取人氏名、
差出人氏名、用件を必ず入れてください。

③証拠を保管する
大切な書類は紛失やトラブル時に備えて、必ずコピーを保管してください。
書類の再発行は想像以上に時間がかかります。（P10	出願書類の控えは
忘れずに！）

協定校や渡航先によって手続きの方法が異なりますが、おおまかな流れを下記に
まとめました。渡航先や大学によって順番が前後したり、同時並行で進めた方が
良いこともありますので、柔軟に対応してください。

１－２　出願から出発の流れ

STEP１
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出願書類の種類（英文で用意）

Enrollment	form
Application	form 願書

個人情報やプログラム名など
を記載。オンライン登録の場合
も有

Academic	Transcript 成績証明書 英文の成績証明書

English	certificate 語学証明書 TOEFL-iBT、IELTSなど

Financial	statement 銀行残高証明書

銀行や郵便局などで英文証明
書を発行してもらう。必要とな
る残高は国や滞在期間によっ
て異なる

Recommendation	letter 推薦書 指導教官などに早めに依頼

出願書類の控えは忘れずに！
出願記録はあるものの提出書類が見つからないので、書類の PDF データを至急送っ
てほしいという留学先大学からの連絡を受けて、学生に提出書類の控えの提出を求
めたところ、コピーをとっておらず、最初から書類を集めることとなってしまいました。
英文の残高証明書をはじめ、書類の取り寄せには時間がかかり、その後に続く入学許
可書の到着やビザ申請の手続きなどが遅れてしまいました。

岩城｜海外留学室

入学許可書はビザの申請などに必要となる重要な書類です。入学許可書が届い
たら協定校の指示に従い、寮の手続きやビザの申請を開始します。履修登録や
住居の手配は同時に行う場合と後日に行う場合があります。
※ビザの申請は入学許可書を添えて行います。パスポートと入学許可書の名前の綴りが異なると、
　ビザの発行にも影響するため入国ができない場合があります。

□入学許可書の名前とパスポートの名前の綴りが一致するか確認
□入学許可書の留学期間（留学開始日および終了日）を確認
□入学許可書のコピーを海外留学室に提出（万が一に備えて保管します）
□ビザ（査証）の申請＆取得
□履修計画の提出＆住居（寮など）の手配

入学許可書を受け取り、入学手続きはじめるSTEP2
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航空券の手配と保険の加入手続き、緊急時に備えて「海外渡航届」を提出します。
また渡航先に応じて、出願時や渡航時に予防接種や健康診断証明書の提出を
求められることがあります。

□航空券の手配

□海外旅行保険の加入（必須、P15	1-4 海外旅行保険・旅行事故対策費用保険）

□「海外渡航届」を部局窓口に提出（下記）

□予防接種と健康診断の予約

※名古屋大学「海外渡航届」
https://intl.ecis.nagoya-u.ac.jp/tokou/

自然災害、テロ、感染症発生などの緊急事態が発生した際、名古屋大学から安否確認を
行います。「海外渡航データベース」に必要事項を入力することで、「海外渡航届」をプリント
アウトすることができます。

※外務省「在留届電子届出システム（ORRnet）」　
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

旅券法第 16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その
住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提出する
よう義務付けられています。現地到着後サイトから在留届を提出してください。緊急時の安
否確認に備えるためです。3ヶ月未満の渡航を予定している場合は、外務省海外旅行登録
「たびレジ」を利用します。

※厚生労働省検疫所「海外渡航のためのワクチン」
http://www.forth.go.jp/useful/vaccination.html

接種できる医療機関が限られていること、また複数回の接種が必要な場合もあるので計画
を立てて、少なくとも渡航の3か月前には医療機関で予約をとってください。

渡航の準備STEP3
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facebook の掲示板に注意 ～住居の手続き～
渡航直前に大学の寮に入れないことが判り、現地学生のメンターから紹介された
「facebook 掲示板」経由で個人の大家さんに前金を海外送金し、契約を結びまし
た。しかしSkype で部屋の状況を見せてもらうなどやりとりを進めていく中で、だん
だんと大家さんの態度が威圧的に変わり、不安を感じるようになったため、親や海外
留学室に相談しながら、最終的には大学が公式に推薦する不動産会社と新たに契約
を結び直しました。

渡航後、メンターと共にハウジングトラブルオフィスに行って、弁護士の無料相談を
受けたところ、大家さんだと思っていた方は偽名で、住所も別の人が住んでいるという
ことがわかりました。また大家さんが送金後も連絡を取り続け、私を空港まで迎えに
行くということまで言っていたのには、二次被害（強姦や窃盗など）の危険性があり、
二度と連絡を取ってはいけないと言われました。今後はメンターの方と警察に行き、
事情を説明して被害届を出す予定です。

どうしても住居が見つからない場合でも、絶対に Fecebook 掲示板を活用すること
は避けるべきだと思います。またたとえ Skype などで部屋を見せてもらったとしても
信じず、出来る限り自分の目で見て確かめるようにすること、物件を見る際は一人で行
かないことを今後の交換留学生の方に伝えていっていただけたらと思います。

－コペンハーゲン大学（女）
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　　誓　約　書（見本）
名古屋大学総長殿

私は、名古屋大学（以下、「本学」）の全学交換留学生（以下、「交換留学生」）として協定校に
留学するにあたり、下記事項のすべてを遵守することを、保証人（保護者）連署の上、誓約致
します。

１．交換留学生として学業に専念し規律ある生活を送ること。また、本学の名誉を傷つける行動をとらな
いこと。

２．留学に際して、日本出国から帰国まで途切れることなく海外旅行（留学）保険に加入すること。
３．留学先国・地域への入国と滞在に必要とされる手続き（留学ビザ申請等）は、大使館等の情報を
調べ、学生自身の責任で行うこと。

４．留学中は、滞在国・地域の法令、留学先大学の学則、及び本学の諸規則を遵守すること。
５．留学先大学から提供された住居を変更する場合は、前もって海外留学室担当教員に相談すること。
留学中の連絡先は、本学が運営する「海外渡航データベース」に最新の情報を更新し続けること。ま
た、長期休暇等で留学滞在地を離れ、旅行する際は「現地連絡先」欄に滞在情報を入力し、更新する
こと。

６．現地住所が決まり次第、日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提出すること。
７．留学先大学が所在する国・地域における、「日本との外交関係悪化」、「テロの危険性」、「伝染病流
行」、また「国内政治状況悪化」等の情勢に関し、自ら情報収集に努め安全確保を図るとともに、本学
からの、留学プログラムの中止や延期、または、帰国等に係る指示を受けた場合には、これに速やかに
従うこと。

名古屋大学の留学プログラムを利用して留学することは、名古屋大学の代表として
留学することを意味します。つまり留学中のみなさんの行動言動全てが、大学そして
後に続く後輩の受け入れに直接影響します。

名古屋大学ではみなさんの留学生活が充実すること、そして留学が安全・無事故
で終了することを願い、様々な危機管理および支援体制をとっています。また留学
する皆さんも自分自身の身を守るためにしっかりとした意識を持つことが必要です。

（P21 危機管理オリエンテーションの受講）

しかし、慣れない文化や異なる制度を持つ国に滞在することで、思いがけない事故
や問題に巻き込まれることもあります。このようなことを予防するため、また万が一
巻き込まれた際に、問題を迅速に解決するため、留学するみなさんは保護者と一緒
に以下の内容を理解し、誓約した上で留学を開始することになります。

１－３　留学中の遵守事項（誓約書）
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８．留学先大学の科目履修に関しては、本学の所属学部・研究科の指導に従い、本人の責任において行
うこと。留学先大学が規定するフルタイムとしての在籍資格の要件を満たすこと。

９．各学期の成績確定後に教員に対して成績変更などの交渉は行わない。但し正当な理由がある場合
はこの限りではない。

10.当初の留学期間を短縮する場合、速やかに本学の所属学部・研究科、国際学生交流課、及び海外
留学室担当教員に連絡すること。また、留学先大学で必要な帰国手続きを完了してから帰国すること。

11. 留学期間終了後は、ただちに帰国し本学に復学すること。帰国準備期間は最終試験終了後から２
週間とする。但し、正当な理由があり留学期間終了後も滞在の延長を希望する場合は、留学期間終
了１ヶ月前までに海外留学室担当教員に相談し、了承を得ること。

12. 帰国後の単位認定は、学生の所属学部・研究科の所定の手続きに従い、学生自らの責任において
行うこと。海外留学室担当教員は、単位認定手続きの責任は負わない。

13. 留学中、危険と思われる場所、及び風紀上好ましからざる場所には、一切立ち入らないこと。
14. 留学中、運転免許やパイロット免許の取得、及びそれらに関わる運転・操縦は、必要な場合に限るこ
と。また、その危険性に十分に配慮すること。

15. 本学からの許可がない限り、留学中は労働の対価が生じる仕事に従事しないこと。研究・学修上有
用な活動等で労働の対価が発生する可能性があるものについては、前もって海外留学室担当教員
に相談し、必要な許可を得た上で従事すること。また、前もって相談する余裕がない場合には事後の
承諾を得ること。

16. 本交換留学プログラム申請時および留学中に本学へ届け出た交換留学生の個人情報は、本学、
留学先大学、関係省庁、在外公館および本学が指定する危機対処支援サービスを提供する会社が
事故時の対応、学生および保証人との連絡、本交換留学プログラム運営のために利用、共有する場
合があることを同意すること。

17. 留学終了後、留学帰国報告書をすみやかに海外留学室へ提出すること。
18. 必要に応じ本学が指導する事項を守ること。

以上、本学からの指導を遵守しなかった場合には、留学の継続は認められないので、本学の指示に
基づき、すみやかに帰国します。

平成　　年　　月　　日	 所属学部：	 　　　学生氏名：	 印

	 留学先大学：

平成　　年　　月　　日	 	 保証人（保護者）：	 印

	 	 		本人との関係：
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◆キャンパス保険◆
アメリカの大学では、キャンパス保険（大学が独自に持つ教職員、学生用の健康・
医療保険）への加入が強制となる大学が多く、保険に加入するまで履修登録が
できない大学もあります。日本で購入した海外旅行保険の証明書を提示すれ
ば、キャンパス保険の免除となる大学もありますが、その場合は留学先大学の求
める最低必要項目・補償 * をすべてカバーすることが前提となります。またオー
ストラリアの大学では、学生ビザで滞在する全ての学生はOverseas	Student	
Health	Cover（OSHC）への加入が義務付けられています。

※大学によって「既往症、検査に関わる費用、持病による治療、歯の治療（一部対応可
能）、妊娠にかかる費用」をカバーすることが必須となっており、通常の海外旅行保険
では補償対象外の項目です。

※キャンパス保険は原則医療保険なので「救援者費用、携行品損害」は原則対象外
です。救援者費用は万が一事故にあった際に家族の渡航費用を補償するもので、通
常その金銭的負担は甚大なものになります。

留学中の保険は、日本出発日から日本帰国日まで必ず保険をかけてください。留学
中に起こりうる病気や怪我、過失により他人に与える損害を補償しなければならな
いことに備えるためです。また既往症がある方など健康上の問題で心配がある方
は、海外留学室にあらかじめご相談ください（プライバシーは守ります）。必要に応じ
て、派遣先大学の担当者へ連絡をとり、受入れ体制の確認を行います。

本学からの保険指導

❶キャンパス保険（主にアメリカ）が強制である大学については、その保険に加入
し、出国からキャンパス到着までの期間、および大学を出て帰国するまでの期間
を海外旅行保険で補填する。
❷キャンパス保険に加入している期間については、救援者費用などキャンパス
保険に含まれていない項目について海外旅行保険で補填する。
❸キャンパス保険が強制でない場合は、必ず海外旅行保険に加入する。
❹クレジットカードの海外保険のみでの渡航は禁止
　※補償金額が低い、海外滞在期間に制限があるなど、補償が不十分なため

１－４　海外旅行保険・旅行事故対策費用保険
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アジア
水に溶けるティッシュ（トイレ用）、胃腸薬、日焼け止め、変換プラグ、これ以外は現地で
購入するほうがいいと思います。

ーバンドン工科大（男）

薬、観光のガイドブック、パソコン。生活用品はなんでも安く現地で手に入ります。
－カセサート大（女）

タイ人は日本のお菓子が大好きなのでお土産としていいと思います。日本食は手に入
りやすいので持っていく必要はないです。

－カセサート大（女）

湿度が高いので「湿気取り」を多めに持参すると良いと思います。香港でも入手できま
すが、日本よりも少し割高です。冬は意外と寒いのでコートを一着は持参することをオ
ススメします。

ー香港中文大（男）

正露丸とバファリンは役立ちました。マスクも必要でしょう。あと日本から簡単なお土
産を持参するとみんな喜んでくれます。後からどうしても必要になったらネットで買う
か、親か友達に送ってもらいましょう。２日ほどで届きます。

－北京大（男）

持って行くか迷ったようなものは大体いらなかった。必要になっても現地で買える。
－ビルケント大（男）

ヨーロッパ
留学が始まったばかりの時に風邪を引いたが、その時はイギリス人の友達も少なく、薬
局でどの薬を買えばいいかわからなかったため、初めは少し日本の風邪薬を持っておく
と安心だと思う。

－ウォリック大（男）

ipad	はだいぶ役に立ちました。
－ウォリック大（男）

コンタクト類、一部家電はイギリスでは日本に比べ高価なので費用面で負担になると思
うなら、一年分を持参することをお勧めします。

－シェフィールド大（男）

「日本から持参してよかったと思うもの」先輩の声
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常備薬以外はほとんど現地調達で十分だと思います。
－シェフィールド大（女）

化粧品、昆布だし、寿司酢（粉末状のもの）、キャッシュカード、クレジットカード、常備薬
一式。持参しなくてもよかったものは靴（スウェーデンの街はほとんどが石畳で日本の
靴だと歩きにくい）とコート（日本の冬を思って行くと涙します）。

－ウプサラ大（女）

インスタントみそ汁を持って行って良かったです。
－バルセロナ大（男）

北米
ちらしずしの素だとか日本料理を振る舞える道具を用意しておくと良い。

－ケンタッキー大（男）

ボイスレコーダーを持っていって、授業を録音すると非常に助かったと思います（自分はし
ませんでした）。スーツケースは2 個以上持っていった方が帰りの荷造りに困らなくて楽
だと思いますし、色々買えると思います。

－セントオラフ大（男）

おりがみやお菓子などちょっとしたお土産があるといいと思う。服はあまり持参しない
で、向こうの気候にあわせて向こうで買う方が良い。

－南イリノイ大（女）

スリッパやサンダルとサッカー靴を持参すればと後悔した。
－ミネソタ大（男）

日本のごはんをもっと持っていけばよかったです。持参しなくてもよかったのは生活に
必要な洗顔石鹸とか服。日本とは服装が違うので持ち帰りの手間を考えれば、あちら
で買ったほうが安い。

－ミネソタ大（女）

冬は極寒なのでヒートテック製品。くつ下、タイツなど。
－トロント大（男）
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食生活の変化も体に影響を与えます。慣れるまで胃腸の不調を感じることは
一般的なことですので、しばらくの間様子を見るといいでしょう。下痢や嘔吐が
ひどい場合は、脱水症状を避けるため水分を良く摂取して、病院を受診してくだ
さい。

現地の人々がどのように暑さ寒さをしのぎ、体調管理をしているのか参考にして
ください。服装の工夫だけでなく、暑い地域では水分や塩分摂取、直射日光の
避け方など、寒い地域では凍傷の予防法や寒さ対策などについて学ぶと良いで
しょう。

食生活の変化への対応

気候の変化への対応

到着した日から、現地時間の夜に睡眠時間をあわせるようにし、翌朝はできるだ
け理想的な時間に起床、太陽光を浴びることで時差ぼけをかなり調整すること
ができます。眠いからといって中途半端な時間に寝たりしていると、時差調整に
時間がかかり、体調がすぐれない時期が延びることになります。

時差ボケの調整

◆渡航前の予防が大切◆
①健康診断・歯科検診………歯科治療は一般的に海外傷害保険の対象外で
　高額です。
②予防接種………入国時や留学先大学から要求される場合もあります。
③常備薬の購入………よく使う薬は持参しましょう。
④持病対策………英文の診断書を準備し、留学先での治療に備えましょう。

留学中は環境の変化などから多くの人が体調不良を経験します。特に留学初期
は軽度の腹痛や頭痛、発熱、眠気などの症状がでることがありますので、まずは無
理をせず休養をとることを心がけましょう。また健康上の問題で心配なことがあ
れば、渡航前に海外留学室にご相談ください（プライバシーは守ります）。

２－１　健康管理
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持病・アレルギーがある場合

留学先でも医療機関にかかることを前提に英文の診断書を持参しましょう。自
分の症状や普段服用している薬の名前などを現地語及び英語で説明できるよう
に準備しておくことをお勧めします。

寒い時期でも薄着で平気な人が多いが、それに惑わされないよう温度管理をするのが大切だ
と思った。	 －ウォリック大（男）

インフルエンザの予防接種を大学で受けることができました。	 －イリノイ大学（男）

太らないようにズンバやヨガなどの教室に定期的に通っていました。
－南イリノイ大学カーボンデール校（女）

食中毒にかかり一日入院しました。保険に入っていたので、手続きもお金もサイン一つで
済み、友達も付き添ってくれて本当に心強かったです。ただ意識が朦朧としている中で看護
師さんとの英語の会話がきつかったです。	 －カセサート大（女）

歯の詰め物が取れてしまい歯医者に行きました。当初大学のメディカルセンターに行きまし
たが、歯科に関しては１ヶ月先まで予約がいっぱいだったため、やむなく学外に行き、詰め物
をなおすだけで 6,000 円以上かかりました。	 －香港中文大（男）

医療機関の利用方法
体調不良の状態が長く続く場合、激しい痛み、高熱や下痢、嘔吐の状態がひどい
場合などは、すぐに病院に行くともに、留学先の大学関係者や寮の担当者などに
相談し、周りの助けを借りながら対処しましょう。

大学の保健センター
大学内の保健センターなどは、外部の病院よりも利用しやすいシステムになっている
ことが多いので、現地に到着したら、必ず訪問して所在地を確認するとともに、費用負担
の有無などの利用システムを理解しておくことが必要です。

地域の病院
日本語の通じる病院、外国人対応に慣れた病院、保険会社の提携医療機関などをあ
らかじめ調べておきましょう。保険会社の提携病院では、現金不要で治療を受けるこ
とができる場合もあります。

「健康管理について」先輩の声
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日本では違法でない行動が、留学先では法律違反になることがありますので注
意してください（例：アメリカの多くの州では公園などの公共の場でお酒を飲む
ことは違法）。また在留資格により活動が制限されることがあります（例：留学
ビザで滞在の場合、アルバイトが認められる国とそうでない国がある）。

宗教に関わる行動や信条、歴史的な問題など、現地の方々が重視していること
やタブーとなる言動については、出発前からよく調べておくことが必要です。

現地の文化や行動様式がよくわからない段階や、渡航直後であまり友人がいない
段階には、親切そうに近づいてくる人に対して警戒心を持たない傾向があります。
そのような状況は犯罪者の絶好のターゲットになりますので注意が必要です。

ポイント１　現地の法律や規則を守る

ポイント２　現地の文化や習慣、風習を尊重する

ポイント３　見知らぬ人を安易に信用しない

◆お願い：非常時の安否確認 ◆
災害やテロなどの状況が発生したとき、「海外渡航届」（P11）に基づき名
古屋大学から皆さんへの安否確認を行います。非常時に備え、留学先の
大学はもちろん、周囲の関係者や友人、日本の家族などに、自分の所在を
常に明らかにし連絡をとることのできる状態を保ってください。

危機管理オリエンテーションの受講（海外留学室主催）
海外渡航を考えている学生は参加必須です。渡航中の安全を高める方法、
海外旅行保険加入、緊急時の連絡体制などについて説明します。

危機状態に遭遇したら身の安全を確保し、周囲に助けを求めるとともに、大学や大
使館・領事館などへの連絡と相談をしてください。どのような状況であれ、自
分一人の力で解決することには限界があります。また留学先で提供されるオリエン
テーションなどで危険な場所や時間帯、犯罪や交通事故の状況などを把握し、早い
段階で現地情報や犯罪事例を収集してください。

２－２　危機管理
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家族への連絡は電話で！
現地の空港に到着した旨の電話を娘さんから受けたものの、その後の連絡が途絶えて
しまい、心配をされたご家族から名大に連絡が入ったことがあります。ご本人は無事
に入寮を済ませていましたが、連絡がないことでご家族の不安が募り、協定校の担当
者や周辺大学に留学した学生とともに 24 時間体制で所在確認を行いました。最近
はメール連絡のみで報告を済ます学生もいますが、インターネットがすぐに繋がらない
場合もあるので、まずは電話で無事に到着した旨をご家族に伝えて下さい。

星野｜海外留学室

薬物の使用や所持は断固たる態度で拒んでください。タバコと偽って大麻の使
用を勧められるケースもあります。また安易に荷物を預かることで自分の意志と
は関係なく薬物取引に巻き込まれるケースもあります。所持するだけで極刑の
対象となる国もありますので、最悪の事態を想定し警戒をしてください。

学内で麻薬を吸う学生がいたので注意すること。	 －アメリカ（男）

デモやクーデターの時期と重なっていたので、学校や政府が出す情報に気を使っていました。夜
間外出禁止令などがでているときはそれに従い、安全面を考え行動していました。対人関係
はいつも笑顔でいることが大切です。	 －タイ（女）

政治・歴史問題は話さない方がいいでしょう。	 －韓国（男）

いくら安全でも夜の一人歩きなどには気をつけていました。	 －スウェーデン（女）

車の運転が非常に荒く、道を渡るときには細心の注意が必要です。さらにスリが多いです。私
も一度かばんを開けられました。（開けられたところで気付いたので何も取られてはいませ
んが…）	 －中国（女）

日本と比べていわゆる「危ない人」が圧倒的に多い。目を合わせないことが大事だが、合わせな
くてもむこうから向かってくることもある。	 －アメリカ（男）

ポイント５　麻薬や覚せい剤などの薬物には関わらない

大規模災害やテロなどが近隣地域で起こった場合、多面的かつ冷静に状況を
理解するためには、現地情報と国外で報道されている情報を併せて検討するこ
とが重要です。危険地域の中にいるとむしろ状況に気づかないこともあります。

ポイント４　多面的な情報収集を常に行う

「危機管理について」先輩の声



23

カルチャーショックとは

症状や状態

新しい文化・習慣や考え方、行動パターンなどを目の当たりにしてショックを
受けることです。専門的には不慣れな環境の中で、自分が自分らしく振る舞えず、
自信を失うことなどから来る心理的に落ち込んだ状態を指します。

期間や程度は人によって異なりますが、自信をなくす、憂鬱な気持ちになる、どんな
失敗も自分のせいだと思う、自分に価値がないと思う、という感情を経験しやすく
なります。またその結果、現地の人と話したくない、授業に出たくない、食欲が
ない、眠れないといった身体症状が出る場合もあります。このような感情が起こる
のは、新しい環境に慣れて行く過程では自然なことで誰もが経験するものです。

◆ 頭・心・身体（頭脳）のバランス◆
新しい文化へ適応する過程には、頭・心・身体の３つが深く関与している
ことを留意してください。頭と心が疲れていたらスポーツなどで身体も同じ
く使うことでバランスが取れることもあります。また逆に身体を休めること
で頭と心もリラックスできる場合もあります。

留学中に一定期間の気持ちの落ち込みを経験したら「新しい環境への適応プロセ
スの一部かもしれない」ということを認識してください（P24 U カーブ仮説）。気分
の落ち込みを自分の能力・努力不足のせいだとして自分を責めること、周りの人が
不親切だと感じて敵対的な気持ちを持つことは一旦保留し、自分の適応プロセスを
客観的に観察してみましょう。

２－３　カルチャーショックと適応のプロセス



第

二

章

24

適応のプロセス「受容」「適応」「統合」

一般的には新しい環境に
入ってから数週間から数ヶ
月ぐらいで上記のカルチャ－
ショック状態に陥るといわれ
ています。その後気候や食
事、生活パターンに身体が慣
れ、現地文化におけるコミュ
ニケーションパターンが習得
でき始めることで自信が湧
き、人間関係が構築され始め
ることで安心感を得るなど、
時間が経つことで気分が上向きになってくると言われています。

◆留学中に心掛けたい３つのこと ◆
Sense of humor　「ユーモアを持つ」
カフェテリアの注文でさえ、最初は戸惑ってしまうものです。戸惑いや失敗を笑
いに変えながら、大小の違いや共通点を楽しみながら、生活を楽しむことを心掛
けましょう。

Low goal／task orientation　「低めの目標設定」
留学当初は授業に参加できず焦ることがあるかもしれませんが、現地の言葉で
発言をするには、通常時間がかかるものです。まずは授業に出席することを第一
目標に、授業の雰囲気や学生の発言の様子などを観察することからはじめます。

Ability to fail　「失敗を恐れない」
「失敗は成功の糧」、適度なストレスは成長に必要な糧となります。恥ずかしさを
捨てて、積極的に自ら行動しましょう。

ハネムーン・ステージ
Honeymoon Stage

カルチャーショック
Culture Shock

カルチャーラーニング
学びのチャンスのステージ！

適応開始
Cultural Adjustment

適応
Adaptation満

足
度

新しい文化での時間

カルチャーショックと異文化適応のモデル

Sense of Satisfaction/C
om

fort

Time in New Culture

Model of Culture Shock and Cross-Cultural Adjustment

Places of True Culture 
Learning!

い ぶん か てきおう

てきおうかいし

てきおう

まな

あたら       ぶん か           じ かん

ま
ん 

ぞ
く   

ど

気分

Uカーブ仮説
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留学中はほとんどの学生が寮で生活をします。時間や衣食住に関する常識や感
覚の違いが気になることもあるかもしれませんが、優劣の問題ではありません。
「違いは違い」と割り切ることも大切です。

思ったことを伝える
「言わないと通じない」ということを、心に留めて生活をしましょう。

問題が大きくなる前に手を打つ
台所やバス・トイレの使用方法、騒音など、気になることがあれば、我慢するのではなく
「困っていること」を相手に伝え、前向きな解決策を提案しましょう。

人の助けを借りる
自分の状態や要望をしっかりと説明しましょう。問題を抱え込まず、様々な人の手を借
りましょう。日本人同士または同郷同士で情報交換をすることも有益です。

共同生活でのコミュニケーションスキル

◆ 文化の氷山モデル◆
見える文化
肌の色、身体的特徴、食べ物、衣装、
言語、建物

見えない文化
考え方、価値観、行動の意味、信条

見えていない文化は、見える部分の何倍もあるといわれ、氷山に例えられる

文化を構成する要素には、目に見える部分（服装や行動様式など）だけでなく、目に
見えない部分（考え方や価値観、行動の意味、信条など）があります。相手の国の
文化を理解するプロセスにおいては、目に見える部分だけでなく、その下に潜む見え
ない文化を掘り起こして理解することが重要です。

２－４　コミュニケーションスキル

見える文化
肌の色や言語	など

見えない文化
考え方や信条	など
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日本のように謝りすぎないこと、もぞもぞしないことを心がけて、意見をはっきり主張すること
を心がけていました。	 －南イリノイ大カーボンデール校（女）

一人部屋でルームメイトがいなかったため、特段困ったことはなかったですが、ごくたまに冷
蔵庫に入れていたものが消えたりしました（笑）。	 －セントオラフ大（男）

寮はトイレバスルームも男女共用であったため、初めは抵抗があったが、すぐに慣れた。特に大
きな習慣の違いは感じなかった。日本でもイギリスでもマナーを守る人もいれば、守れない
人もいて、それは習慣の違いから来るものではないと思う。	 －ウォリック大（男）

言わないと損することが多かったのでなるべくいろいろ意見を言うようにしていました。年上を敬
う習慣があります。	 －カセサート大（女）

香港の学生は比較的夜遅くまで活動する人が多いように感じます。ルームメイトと生活のリ
ズムが合わないと少し辛いかもしれません。その場合は、学期の始めに別の部屋への移動
申請をすることができます。	 －香港中文（男）

ルームメイトや隣の部屋のアメリカ人が、音楽を大音量で聞いたり、テレビゲームをやってい
てうるさかったので、うまく人間関係を築いた上で、ルールを作ったりして、ゲームや音楽の
時間を制限して自分の勉強や睡眠に支障をきたさないようにした。	 －ケンタッキー大（男）

◆ High-context cultureとLow-context culture◆
コミュニケーションスタイルを理解する一つの概念として、「High-
context	 cultureと Low-context	 culture」という考え方があります。
High-context	 culture は、文化的背景や生活習慣などにおいて共有部
分が多く、明確な表現方法を避け「相手が状況から察する」ことを期待す
る傾向が強い文化で、日本や韓国などが当てはまるといわれています。一
方	Low-context	cultureは、共有される情報が少ないため、相手の察す
る力に依存せず言葉をつくして説明することが必要となり、「言葉に表現さ
れた内容」を重視します。つまり言葉で説明したことがメッセージの全てで
ある傾向が強く、話し手の論理的思考やディベート力が問われる欧米型の
コミュニケーションスタイルと言われています。

「生活や習慣の違いについて気を付けていたこと」先輩の声
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夜は友達とご飯に行ったり、バーに行ったりして過ごしました。物価が安いので毎日違うとこ
ろでいろいろなものを食べたりするのも楽しみの一つでした。	 －バンドン工科大（男）

ムエタイ道場に通っていました。	 －カセサート大（女）

友人とサッカーをしたり、ジムへ行って体を動かしたりしていました。大学の図書館で映画の
DVDを借りることができたので、よく見ていました。	 －香港中文大（女）

時間があるときはなるべく人と会う機会を作るように心掛けた。	 －ウォリック大（男）

飲みに行く、バスケの試合を観る、モールでショッピング。	 －ケンタッキー大（男）

香港からは東南アジアの国々へのアクセスがよく、安く行けるので、旅行をしました。
	 ー香港大（女）

北京はロンドンに次ぐ博物館保有数を誇るので、博物館めぐりをしていました。
	 －北京大（男）

長期休暇は寮が閉まるので、ヨーロッパ周遊をしていました。	 －シェフィールド大（男）

秋休みにルームメイトの自宅に招待してもらい、Thanksgiving	Breakでは留学生の友人と
シカゴに旅行、現地の友人宅で感謝祭の食事を振舞ってもらった。	 －セントオラフ大（女）

◆心身の安全の確保を最優先に◆
異文化適応へのストレスがその他の複合要因と重なり、心身の健康が失
われ、留学の継続が難しくなる場合もあります。留学を予定より早めて帰
国することには強い抵抗を感じる人が多いと思いますが、長期的な展望を
踏まえ、まずは心身の安全の確保を最優先に考えましょう。

ストレスを感じたときや勉学に対する自信をなくした時には、「自分を楽にする方法」
を試してみましょう。勉強の成果はすぐに見えるものではなく、時間をかけて積み重
ねるものです。休息をとること、別のことに没頭する時間を持つことで、むしろ勉強の
効率は上がります。疲れたときは少し休んで、自分の好きな食事や娯楽、スポーツな
どを楽しみましょう。時には日本語で話すこと、ストイックになりすぎないこと、SNS

（facebook、twitter など）を見すぎないこと、他人と比較しすぎないこともスト
レス管理のポイントとなります。

２－５　ストレスへの対処法

「余暇の過ごし方」先輩の声
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履修科目の選択や登録方法の助言、ノートテイキングや定期試験の準備方法、
勉強のタイムマネージメントなど、「Study	Skills」全般の相談を受け付けています。

課題の要求を満たすためのエッセイの書き方（文法や論旨の確認を含む）、クリ
ティカルシンキングなどを支援する場所です。予約制で個別対応が一般的です。

履修科目の担当教員に直接、授業や学業に関して質問をすることができます。
特定の時間帯に研究室などを開放して行われます。

留学先の学生による生活や学業のサポート制度です。

アカデミック・アドバイザー

Writing Center（Study Skills Unit など）

オフィスアワー制度

チューター制度、バディシステムなど

◆出発前からの実践◆
留学先での生活を想定しながら、名大内のサポートを利用してみましょう。
例：サポートデスク……中央図書館内で大学院生が担当。学生の学習や
研究に関する相談に対応。英語のディスカッション講座も開催。
Mei-writing……教養教育院が実施するアカデミックライティングに特化した
サポート。主な対象は大学院生。
ヘルプデスク＆チューター……名大に来日した留学生のサポート。サポート
側の立場を経験することも大切。国際教育交流センターなどが実施。

協定校のサポート制度を活用しながら、勉強や生活を進めていきます。人の助けを
借りることは恥ずかしいことではありません。自分の現状を周囲に “ 前向き ” に発
信しながら、先生や友人とコミュニケーションをとりながら、自分に合った相談スタ
イルを模索し、勉強や生活に活かしていきましょう。また留学生向けのイベントなど
に参加することも、情報収集に役立ちます。

２－６　勉強と生活の進め方
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韓国語の能力が足りなかったので、近くに座っていた韓国人学生に声をかけ、毎回授業後にノー
トをコピーさせてもらっていた。それから一人で授業を受けることはやはり退屈になってしまうた
め、一つの授業で一人は仲良い人を作ろうと勇気を出して話かけたりした。わからないことだらけ
で、正直全然ついていけなかったが、とにかく友達に教えてもらうように頼んで、授業後や休みの日
に会って教えてもらった。	 －高麗大（男）

予習をきちんとし、許可を得て講義内容を ICレコーダーで録音し、授業中にとったメモとともに
後で丁寧に復習した。	 －ビルケント大（男）

留学当初は先生が授業の終わりに言う宿題さえ聞き取れませんでした。また課題の量に圧
倒され毎日宿題漬けでした。解決方法は同じ授業で友達を作ることです。心に余裕が生ま
れます。	 －イリノイ大（男）

授業を100%理解することは無理だったので、大まかな内容と要点をしっかりと掴むことにし
ていました。レポートなどは大学で留学生のための添削を利用できるようになっていたので、
academic	reportの英語での書き方を学びました。日常会話はふつうにできてもディスカッショ
ンになると思うように話せなかったり、セミナーの予習のような専門的な記事だと書いてあること
の意味が理解できなかったりというようなことがよくありました。日本とは違った視点から問題に
目を当てているというのも理由の一つだと思いますが、自分の専門分野については英語をよく理
解しておく必要があると思います。	 －ウプサラ大（女）

名古屋大学で学んでいた学問分野とは異なった分野の講義を受講していたので、基礎知識が不
足していました。とくにディスカッションの時間では、理解できないことが重なると発言できなく
なってしまうので特に苦労しました。解決法としては、予習時に単語の意味を深く調べ、英語・日
本語の関連記事を読んだりして知識を補填しました。講義中にわからないことが出てきたらすぐ
（話が進んでわからないことが増える前に）質問するようにしました。授業後は課題の範囲・内
容を教授に確認するようにして、毎回とにかく必死にやり切りました。	 －ビルケント大（女）

授業は予習・復習が大切。リーディングの量が授業によってはものすごく多いので苦労した。同
じクラスを履修している人と友人になり、授業中や授業外で助けてもらった。またペーパーやテス
トの際は必ず友人に見てもらい、WritingＣenter	を必ず利用した。	 －ミネソタ大（男）

レポートのネイティブチェック
ネイティブチェックなしで提出した課題が、再提出となったので、Study	Skills	Unit の
先生やホームステイ先の家族に読んでもらい書き直しました。書いたものを他者の目を
通して客観化する作業は欠かせないものだと実感しました。

村山｜海外留学室

「授業を受けるにあたって心掛けていたこと」先輩の声
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自分はルームメートや同じ寮の学生と非常に仲良くなることができ、ほとんど彼らと一緒にい
た。寮生活はいろいろな学生と交流する機会が多くあり、そこで知り合ったりした。また、日本
語を学習している学生は多くおり、日本に関する学生グループが多くあるため、そのようなグ
ループが主催する活動やイベントに参加し交流を深めた。	 －ミネソタ大（男）

アメリカでは、友達の友達は、友達です。ですので、友達に誘われたパーティーに参加するとた
くさん新しい友達はできます。勉強ももちろん大事ですが息抜きも必要です。
	 －南イリノイ大学カーボンデール校（男）

初対面の時からタイ人はすごく親切に接してくれて、最初から友達になれます。食堂で一緒に
ご飯を食べたりして、交流を深めていきました。	 －カセサート大（女）

学期が始まってすぐに、大学の	Japanese	Society（日本が好き、又は日本に興味がある学
生が集うサークルの様なもの）の歓迎会があり、まずはそこに参加して現地の学生と友達にな
りました。その後は授業や寮、イベント等で交流を深めました。またサッカーチームにも所属し
ていました。	 －香港中文大（男）

初めは日中交流協会に参加し、そこで友達を作って、その後その友達の友達を紹介してもらう
形で友達を増やしていきました。友達とは一緒にご飯を食べに行ったり、遊びに行ったりして
交流を深めていきました。コンビニのおばちゃんと仲良くなったり、北京大学の警備員と一緒に
旅行に行ったりしたのも中国ならではのことです。	 －北京大（男）

とても留学生が多い学校なので現地学生（イギリス人）かどうかという考えはあまり持っておら
ず学年、国籍、専門などを超えた友人を作りました。	 －シェフィールド大（女）

スポーツクラブ、インターナショナルグループなどに参加し、気が合う人たちがいれば、引き続き
参加して、仲良くなることができた。また一緒に生活しているフラットメイトとは自然と話す機会
が多く、料理を作っているときなど話すことが多かった。	 －ウォリック大（男）

「現地の学生との交流」先輩の声
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留学先の教職員やアドバイザー

海外留学室や所属先の教職員など

留学生からの様々な相談が寄せられる窓口には、情報の蓄積があります。現状
を伝えるとともに、悩みやストレスを軽減する具体的なアドバイスをもらえること
もあるので活用しましょう。

問題がみなさんの力だけでは解決できないと判断した時は、必要に応じて留学
先の担当者に連絡をとりましよう。また、いつでも海外留学室に連絡してくださ
い。特に問題を抱えていなくても、近況報告を歓迎します。留学生活をメールな
どで書き綴る作業は、自分を客観視する手段の一つにもなります。

不安や悩みを抱えたときは、相談窓口を訪ねてみましょう。早めの相談は問題の深
刻化を防ぎます。自分の現状を他者に伝えることだけでも、問題を整理したり、気持
ちが楽になったりすることがあります。

２－7　困った時の相談先

飲酒と喫煙
留学中は学生同士や現地の方々との交流の機会があることでしょう。その際に気をつ
けてほしいことは、飲酒や喫煙に関するルールや習慣は国や地域によって大きく異なる
ということです。法的に認められている年齢や場所の制限などを必ず確認し、日本の感
覚で行動せず、滞在先の法令を順守してください。

宗教上、全面的に飲酒が禁止されている国や場所もあります。また禁止されていない場
合でも、現地の方々への配慮から、大衆の目に触れる場所ではアルコール類の摂取や
所持は慎んだ方が良いでしょう。

また自分の体質の許容量を超える飲酒を強要された場合は、きっぱりと断りましょう。
遺伝的にアルコールを分解する酵素が少ないのはアジア人の持つ特徴の一つで、大量
の飲酒は体質的に危険だということを知っておいてください。

海外留学室
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危機管理・健康管理チェックリスト

１渡航先の情報収集
□渡航先の文化や習慣、宗教について、タブーとその対処法
□日本との歴史的関係や対日感情
□政治体制や治安情勢、自然災害などについての最新情報
□治安の悪化が予想される行事（選挙、スポーツの国際試合、宗教行事）
□現地の法律や規則、交通ルール
□犯罪事例と防犯対策、交通事故の状況とその対策

２海外旅行保険
□補償内容と期間（出発日から帰国日まで）の確認
□保険契約証の携帯と保険会社の緊急連絡先

３健康管理
□渡航前の予防（健康診断、歯科検診、常備薬の購入、持病対策	など、P19参照）
□渡航先の気候の確認と服装などの対策
□渡航先で流行している感染症の確認
□デング熱、マラリア汚染地域に立ち入る可能性がある人は対処法（虫よけスプレーなど）

４危機管理
□危機管理オリエンテーションに出席（海外留学室主催）
□「海外渡航届」を所属学部・研究科に提出
□海外に3ヶ月以上滞在する場合、外務省の「在留届電子届出システム（ORRnet）」に登録
□海外に3ヶ月未満の渡航を予定している場合、外務省の「たびレジ」に登録
□緊急時の連絡先を確認（P34	緊急連絡先リストの作成）
□緊急時の連絡先を留守家族などと共有

５その他
□パスポートのコピーと顔写真数枚（パスポート紛失時に備えて）
□国際学生証の入手（渡航先の大学の学生証に加えて一枚あると便利）
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海外安全情報
海外安全ホームページ（外務省）
「国・地域別渡航情報」「海外安全虎の巻」「海外安全劇場」など
http://www.anzen.mofa.go.jp/

海外で困ったら大使館・総領事館ができること（外務省）
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_02.html

海外法人安全協会（海外法人安全協会）
http://www.josa.or.jp/

世界の様子「国別生活情報」（国際協力機構）
http://www.jica.go.jp/regions/seikatsu/

感染症・医療情報
海外で健康に過ごすために（厚生労働省検疫所）
http://www.forth.go.jp/

海外渡航のための予防接種（厚生労働省検疫所）
http://www.forth.go.jp/useful/vaccination.html

世界の医療事情（外務省）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/

WHO世界保健機構
http://www.who.int/en/

海外治安当局
連邦危機管理庁（米国）
http://www.fema.gov/

情報局保安部（英国）
http://www.fema.gov/

国家保安局（豪州）
http://www.nationalsecurity.gov.au/

リンク集
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緊急連絡リスト　
～現地に到着後、緊急時に備えて、電話のかけ方を確認してください。	～
　自分の派遣先の情報を記入しましょう。

留学先

留学先大学

警察

救急車・消防車

病院

大使館・領事館

名大海外事務所・センター

日本

緊急連絡先

保険会社

名大
学生交流課

+81-52-789-2193,5733
exchange@adm.nagoya-u.ac.jp

名大
学部・研究科 +81

名大
海外留学室

+81-52-789-4594,2196,747-6892
abroad@iee.nagoya-u.ac.jp
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●海外事務所・センター 一覧
国名 拠点名 勤務場所住所 電話番号

カンボジア カンボジア
代表事務所

Asian	 Satellite	Campuses	 Institute	Cambodia	
Satellite　Campus　
RUPP-CJCC　
Russian	Confederation	Blvd,Toul	Kork

+855-23-882-461

ベトナム ベトナム
代表事務所

Asian	Satellite	Campuses	InstituteVietnam	Satellite	
Campus　
6	Floor,	A	Building,	Hanoi	Law	University　
87	Nguyen	Chi	Thanh,	Hanoi,	Vietnam

+84-43-773-4097

モンゴル モンゴル
代表事務所

Asian	 Satellite	 Campuses	 Institute	Mongolia	
Satellite	Campus　
309	Tuushin	Hotel,	Prime	Minister	Amar	street	15,
Ulaanbaatar	14200	Mongolia

+976-7611-5758

タイ バンコク
事務所

Research	 Services	Center	 of	 Petroleum	 and	
Petrochemical	College,	
Chulalomgkorn	University,6th	Floor

Soi	Chulalongkorn	12,	Phayathai	road,	Pathumwan,	
Bangkok	10330,	Thailand

+66-2-218-4161

中国 中国
交流センター

中華人民共和国上海市徐匯区淮海西路　
55号　申通息広場27階D座 +86-21-6280-6185

ウズベキスタン ウズベキスタン
事務所

14th	 Floor,International	 Business	Center,107	
B,	Amir	 Temur	 street,	 Tashkent	 city,	 100084,	
Uzbekistan	

+998-71-238-94-05

ドイツ ヨーロッパ
センター

2nd	Fl.,Milchstrasse	3/3a,	79098　
Freiburg	i.Br.,	Germany +49-761-203-5453

提携機関

タイ

バンコク病院
ジャパン・
メディカルサービス
Bangkok Hospital, 
Japan Medical 
Service

2	Soi	Soonvijai	 7	New	Phetburi	Rd.,	 Bangkok,	
Thailand	10310

Tel: +66-2310-3257
Email:
jpn@bangkokhospital.
com
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無賃乗車の罰金督促状
学生のホームステイ先からバス料金の罰金督促状について、問合せが入りました。学生
に事情を確認したところ「電子チケットへのチャージ不足を知りながら乗車し、車内
が混雑していたため再チャージに手間取っていたところ、巡回中の職員から注意を
受け、紙を受け取り、滞在先の住所を記入した」とのこと。罰金の支払いとは理解して
おらず、そのまま帰国してしまったため、お世話になった方々へ迷惑をかけてしまうこ
ととなりました。	 －海外留学室

通常は在留資格などについて帰国の手続きが必要となります。帰国前は必ず留
学先機関に報告し、指導に従ってください。手続きを怠ると、再度その国に入国
する際、問題が生じることがあります。またプログラム修了後に旅行やインター
ンシップへの参加などを検討している学生は早めに海外留学室までお知らせく
ださい。

最近は居場所に関係なくインターネットでやりとりができるため、「お別れ」とい
う意識は少ないかもしれません。しかし区切りとして感謝を伝え、お別れの挨拶
をすることは、今後の信頼関係を育てていくためにも貴重な機会ですので、お世
話になった方々へしっかりと挨拶をしておきましょう。

帰国後も留学先の大学から事務的な手続きなどで連絡が入ることがありますの
で、メールアドレスや連絡のとれる住所などを渡しておきましょう。またお世話に
なった方々に迷惑がかからないよう、寮費や通信費などで未払金がないかどう
か、十分に確認しましょう。

ビザの手続き

関係者への挨拶

帰国後の連絡先＆未払金の再確認

留学先でのプログラムを修了したら、現地での生活を切り上げ、新たな生活をはじめ
ることになります。帰国することも生活環境の変化という意味では留学する際と同
じくらいインパクトがあります。意識的に対処することで、必要以上のストレスを軽
減し、留学成果を今後につなげることができます。

３－１　留学先を去る前に



第

三

章

40

リエントリーショックを知る

留学中に起こる自分の変化は生活様式や行動パターンなど目に見える部分だけ
でなく、人間関係に対する考え方や価値観など様々な部分で起こっています。そ
の一方で以前のコミュニティに戻ると、家族や友人は留学前と同じようにあなた
に接することでしょう。そこでギャップを感じるのが、リエントリーショックの一つ
のメカニズムです。ストレスを感じたときは、それがリエントリーショックであると
認識し、当然起こるべき健康的な反応だと客観的に捉えましょう。
P24で紹介したUカーブ仮説は帰国直後にも当てはまります。

留学経験者と体験を分かち合う

留学から戻ると留学先での経験について、家族や友人から質問を受けることで
しょう。しかし現地文化を具体的に経験していない人にそれを100% 伝えるこ
とは難しく、むなしい気持ちや孤独感を感じることがあります。その中で留学経
験者と経験を共有することは、お互いに救われるところがあるでしょう。
留学経験を振り返り、より多くの気づきを得るためにも、そのような機会を積極
的に見つけて活用してください。

帰国後数週間ぐらい経ち日本での生活が落ち着いてくると、海外留学室には「友達
となぜかしっくりいかない」「日本の悪い点ばかりが目につく」「実家暮らしが苦痛に
感じられる」「就職の面接で自分をどこまで出してよいかわからない」といった相談が
よく寄せられるようになります。

３－２　リエントリーショックへの心構え
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国際教育交流センターの学生サークル
「留学のとびら」
留学のとびらは交換留学、語学留学など色々な形の「留学」を経験した名大生を中心とした
将来の名大留学候補生をサポートする団体です。留学フェアや留とびアワーなど留学に
関連するイベントなどを企画しています。

「English College」
英語を話す機会を提供することを目的とした国際教育交流センターの学生サークルです。
昼食時のランチイングリッシュ、英語で議論するイブニングディスカッションなど、様々な
イベントを定期的に開催しています。

海外留学室では留学経験を振り返る最初のステップとして、帰国報告書の提出
を義務付けています。みなさんの留学準備や留学先での勉強や生活の様子を
報告書にてお寄せ下さい。報告書はホームページなどで公開します。

留学説明会やイベントなどの機会に体験談の提供をお願いしています。留学経験
を振り返りまとめること、人に伝えることで留学の経験を客観的に捉えることが
できるようになります。また留学を志す学生にとって、留学経験者からの生の声は
貴重な情報であるとともに、留学に向けての強い動機付けの一つとなります。

日本で勉強する留学生やこれから留学を目指す後輩たちへの支援、地域の国際
交流活動などに参加することは、留学で得た経験を活かす一つの方法です。
留学を経験したからこそできる活動に挑戦してみましょう。

帰国報告書の提出

体験談の提供

学内外の国際交流活動に参加する

帰国後は様々な機会を利用して自らの留学経験を振り返りながら客観化、将来の予
定をあらためて設定し、次への準備を進めていきましょう。海外留学室では留学後
の進路相談なども受け付けていますので、活用してください。

３－３　留学経験を振り返る



第

三

章

42

留学後の進路について不安に感じる場合は、渡航前または渡航中にも学内のキャリ
ア相談窓口などで情報収集することができます。ただし留学前後で考え方が変わる場
合もありますので、当初の気持ちに固執せず、いろいろな人に相談したり、アドバイスを
もらったりしながら、選択肢に幅を持たせ柔軟に考えていきましょう。

３－4　進路（進学・就職）について

学内のキャリア相談窓口

学生支援課
就職支援室

就職関連の書籍や資料が充実
（求人票、OB/OG名簿、就活レポートなど）
工学部7号館Ｂ棟　☎052-789-2176

学生相談総合センター
就職相談部門

就職相談の専門家による相談および情報提供
予約制
工学部7号館Ｂ棟　☎052-789-2176

国際教育交流センター
キャリア支援部門（CSO）

外国人留学生および留学経験のある学生に特化
したキャリア教育・就職支援
国際棟1階107号室　☎ 052-747-6768

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター

博士・ポスドクの方を中心とした若手研究者のため
のキャリアパスパスの支援
インキュベーション施設　☎ 052-747-6490
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応募時期
英語で一般講義を受ける研修は6月～7月にかけて行われることが多いようです。韓
国や台湾、中国などでは、英語で一般講義を受けることのできる様々なプログラムが
あり、安価で参加することができます。

　夏の短期研修：6月〜9月頃（応募時期：	2月〜6月頃）
　春の短期研修：2月〜3月頃（応募時期：10月〜2月頃）

応募の流れ　※部局が募集しているものは教務担当係に問合
①海外留学室に留学希望願を提出
②各大学の指示に従い、個人で申込（オンライン登録など）
③航空券の手配、費用の支払など
④帰国報告書の提出（必須）

交換留学後の夏期休暇や春期休暇を利用し、短期研修に参加することができます。
培った語学力を実践で活かす場として、また新たな地域や言語を学ぶ機会として、
短期研修は気軽に利用することのできる手段の一つです。
名大協定校で行われている短期研修プログラムは、名大生として応募することで、
特典（授業料免除など）を受けることができるものもあります。

名大協定校での短期研修のすすめ
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夏休み期間中、英語を使えるプログラムに参加したいと思い、また私は中国語が話せるので台湾
なら生活面等で困らないと思い応募しました。値段が安かったのも理由の一つです。午前中は講
義、午後はグループワーク、週末は旅行ととても充実したプログラムでした。特にグループ内は日
本人が自分だけだったので、常に外国人と交流ができとても良かったです。台湾は景色がきれい
な場所がとても多いので、週末を利用して旅行に出かけると楽しいと思います。あと台湾のアップ
ルマンゴーとパイナップルケーキがとてもおいしかったです。

国立中正大学（英語講義）－北京大（男）

1・2年生のころ第２言語で中国語を履修しましたが、その後は勉強する機会がなかったので、せ
めて話せるようになりたいと思い、海外留学室の先生に相談した後、大学のホームページから申
し込みました。平日の9:30 ～ 12:15と14:30 ～ 16:15に授業があり、文法と口語の授業が１
日おきに行われました。少人数のクラスで、申し込みの際に行ったテストの結果によって、レベル
分けされました。ペアワークやグループワークが多く、クラス内の交流が盛んでした。先生もとて
も熱心に学習をサポートしてくれました。

香港中文大学（中国語研修）－コペンハーゲン大（女）

交換留学終了後の夏休みに何かをどこかでやりたいと思っており、なおかつ英語を使って何かを
したいという願望があったため、参加しました。私が一番印象に残ったことはやはり村でのコミュ
ニティーサービスです。普段できない経験ができ、村の人たちの優しさをすごく感じた3日間で
した。もちろん英語を使って何かを計画しやり遂げるという達成感だったり、自分の英語力の
未熟さを感じたりと、英語に関する部分ではこれからの刺激になる部分がたくさんありましたが、
村に行ったら村の人とのコミュニケーションにおいて英語がほとんど通じません。言語じゃなくて、
言語がなくてもコミュニケーションをとれるという、とってもおもしろい経験ができると思います。
“ご飯食べていい？“って聞けなくても、“ご飯、ご飯。食べる、食べる。”とジェスチャーでなんと
か向こうの人と通じるのです。とりあえず行ってみてください、体験してみてください。

ガジャマダ大学短期研修（英語によるテーマ学習）－国立台湾大（女）

韓国での語学研修・文化体験のコースと迷いましたが、東南アジアの国に行きたかったこと、
村でのコミュニティーサービスが出来ること、現地法人でインターンが出来ることが決め手となり
参加を決めました。２週間という短い期間でしたが、ものすごく濃いプログラムだったと思います。
現地の学生スタッフが本当に親身になって動いてくれていたので、まったく不都合なく日々を過ご
すことが出来ました。文化体験や語学研修などに比べて、自分から発信する機会が多いので、
受け身の研修は物足りないと思っている方には是非おすすめの研修です。

ガジャマダ大学短期研修（英語によるテーマ学習）－セントオラフ大（女）

「短期研修に参加した交換留学生より」先輩の声
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留学生活に役に立つかも？しれない、スタッフ推薦の本や映画を集めました。
一息つきたいときにご覧ください。

	風と共に去りぬ＆続編スカーレット（Gone	with	the	Wind&	Scarett）
南北戦争前後のアメリカ南部が舞台となっています。「アンパンマン」のドキンちゃんは
この本の主人公、スカーレットをモデルにしたことを最近知りました。
	 孝森

	最高の人生の見つけ方（The	Bucket	List／2007）
	死ぬまでにしたい10のこと（My	Life	Without	Me／2003）

留学生活が半分過ぎた「留学余命4ヶ月」頃に見てもらいたい。人生で目標を作ること
の意味をカジュアルに伝えてくれる。	
	 星野

	坂の上の雲　司馬遼太郎
リーダシップ論、上司論を考えるときにおすすめ。
	 星野

	沈まぬ太陽　山崎豊子
理不尽さに打ち勝つ勇気をもらえる。留学後の就職活動を始める頃、社会人になる前
に読んでもらいたい。
	 星野

	世界のお弁当　服部直美
日本を含め世界各地のお弁当と暮らしの様子が綴られています。毎日眺めても飽きま
せん。小さな本ですのでスーツケースの空きスペースにどうぞ。
	 孝森

	トムとジェリー
映像の中に出てくる食べ物や調度品に注目すると新たな発見があり楽しいです。
「ルパン三世」はこの二匹の掛け合いから生まれたそうです。
	 孝森

◎ ホッと一息☆海外留学室コーナー ◎
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	日本語の本
留学中は日本語の活字がやたら恋しくなるときがあり、そんな時は大学図書館の日本
語セクションで、小説や日本語の専門書、漫画などを読んでいました。また日本語の教
科書も置いてあったので、現地学生へ日本語を教える際に大変役に立ちました。図書
館のほか、日本人コミュニティが主催するガレージセールや、日本人旅行客が立ち寄る
場所での日本語の出版物を探すことができます。帰国時は大学の図書館に日本語の本
を寄贈するのも一案です。
	 村山

	ぷりぷり県
ぷりぷり県出身のつとむ君の郷土愛が炸裂します。みなさんもつとむ君に負けず、留学
先で郷土愛を披露し、日本のみならず、出身県もPRしてください。
	 岩城

	Moonlight	Cinema
夏のオーストラリアの風物詩の一つは、屋外での映画鑑賞「Moonlight	Cinema」で
す。公園や植物園など、様々な場所で楽しむことができました。芝生などで寝ころびな
がら、広 と々した空間で楽しむ映画は、最高のひと時でした。上映後は夜遅くなるので
一人で行かず複数の友人と行きました。
	 村山

	メロポンだし！
地球でアイドルになりたい宇宙人少年メロポン。愛くるしいのに毒舌で、爆笑必須です。
アイドルになるためのさまざまな努力は留学をするために頑張る姿にも通じ、参考にな
るかもしれません（！？）。
	 岩城
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この本は海外留学室から旅立つみなさんへの贈り物
です。頑張って手に入れた留学生活を送る中で、壁に
ぶつかってしまう時が誰にでも一度は訪れます。躓き
そうになったらこの本を手にとってください。原点に
帰ることができ、気持ちの整理整頓に役立つと思い
ます。私達はいつでもみなさんを応援しています。

留学中は、常に自分と向き合う時間となるでしょう。
これまでの生活では気づかなかった、たくさんの自
分を見つめることを是非、心から楽しんでもらえたら
いいなと思います。そのためにも、この本が皆さんに
とって、自ら動き出すきっかけとなれば、幸いです。
留学での様々な経験は全て、これからの自分へとつ
ながっていくことでしょう。素敵な留学を！

私が学部生時代に留学を目指していたころ、「留学す
るのは何のため？」を常に自分自身に問い続けろと言
われていました。皆さんにとっては、留学は「何のた
め？」でしょうか？それぞれの独自の答えを導くきっか
けとして、この冊子が役に立てれば嬉しいです。
Study Abroad=Story Abroadです。自分にしか
ない留学を創り上げて下さい！

雑誌感覚で繰り返し読んでもらえるような安心感の
ある内容を目指して、この本を海外留学室で作りま
した。みなさんの留学生活に寄り添う「留学のバイブ
ル」となるよう、今後も改訂を続けていきますので、
ご意見＆ご要望をいただけると幸いです。
帰国後のご報告楽しみにしています。

①私のリラックス法　②学生生活で印象に残っていること　③海外滞在経験

岩城奈巳
①お買い物、
　愛犬マディソンとたわむれる
②テニス、ぷよぷよ
③アメリカ（7年）

村山かなえ
①好きなお茶をおいしく飲む
②アルバイト多数、学園祭で写真展開催、
　自由にのびのび
③オーストラリア（約5年）

星野晶成
①寝る前にテレビを寝ながらのストレッチ
②On-Offしっかり、遊んで、学んだ4年間
③アメリカ（2年）、香港（1年）

孝森めぐみ
①散歩、食品スーパー巡り
②京都、下宿生活、バイト
③ガーナ共和国（2年半）

海外留学室からのメッセージ



MEMO



MEMO
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	名大_留学ハンドブック01_Part30
	名大_留学ハンドブック01_Part31
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	名大_留学ハンドブック01_Part51
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