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ⅩⅡ. 派遣交換留学生 留学体験記

中国・韓国の友人と日本のカレーを作りました 中央テレビが主宰する中国語コンテストに出場

留学期間

履修科目数 (各学期 )

田中　詠美
文学部人文社会学科（派遣時 3年、現在 4年）

┃

┃

2010年 9月～ 2011年 7月
前期：語学 4科目
後期：語学 4科目、本科 5科目

浙江大学（中国）

就職活動中

語学のクラスで茶葉博物館を参観

所属する専攻の規定により、同一研究会に二年間出席しなければならず、原級に留まりました。交換留
学に出願する前に遡及進級できないことを確認しましたが、海外で学ぶチャンスを逃したくないと思い、
留学を決めました。経済面の負担が気がかりでしたが、奨学金を利用して軽減することができました。

第二外国語として学習していた中国語を本格的に身につけたいと思ったことや、中国の文化・社会に
興味があり、異文化の中で生活してみたいと思ったため。

食費や光熱費、通信費等すべて合わせて一ヵ月 2000～ 2500元程度。飛行機代や旅行など含め、一年
で使ったお金は 70万円くらい。そのうちの一部には JASSOからいただいた奨学金を充てた。
光熱費：初めに入る一人部屋の寮の場合は毎月 60元分ただで使えて、超過したら払う。三人部屋（23

舎）に引っ越してからは一ヵ月多くて 100元くらい。
通信費：電話（月 100元弱）、インターネット（月 50元）
その他：一学期の教科書代 200元弱

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

　「中国語を本格的に身につけたい」、「中国社会の実態を自分の目で確かめたい」。もっともらしい理由を並
べて志望した留学でしたが、正直なところ、渡航前は、本当に行く価値があるのだろうか、と自問自答ばか
りしていました。一年間も日本を離れるのに十分な理由がないように思えたのです。渡航してからもずっと、
この留学から何を得られるのだろう、いや、何か得なくては、というプレッシャーを感じながら生活して
いました。
　しかし留学を終えた今思うと、留学に行く理由なんて、後からいくらでもついてくると思います。一年間
という、あっという間だけれどやはり長い期間を、何事からも学ぼうという姿勢を常に持って過ごしさえす
れば、必ず何か得るものがあるはずです。私自身、渡航前の想像をはるかに超えた収穫がありました。
　私が最も身についたと感じるのは、ありきたりですが、異なる文化や価値観を持った人と向き合う姿勢で
す。自分と異なる価値観や習慣を持った人とふれあい、共に暮らす日々には、想像以上に葛藤があり、自分
の柔軟性のなさに嫌気がさすことや、相手と距離を置きたくなることもありました。しかし、分かり合えな
いもどかしさを乗り越えて築いた友情や信頼関係は、一生の宝です。
　そのほかにも、外部からの情報を鵜呑みにせず、自分の目と耳で確かめることの大切さを知りました。また、
自分が今後何を大切にしていきたいのか、どんなことに携わりたいのかということも、留学を通して見えて
きたように思います。
　いま留学をしようかと迷っている方には、条件が許すのであれば、是非チャレンジしてみて欲しいと思い
ます。きっと一年後、言葉では語りつくせない経験の数々があなたの糧となっているはずです。
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3年に在学中

3年に遡及進級した後で、原級となった。（注：遡及進級をしない選択肢もあります。）

大学入学以前から、海外の大学で学びたいと漠然と考えていました。大学に入学してから、充実した
交換留学プログラムがあることを知り、その中からオーストラリアのメルボルン大学に留学をするこ
とを決めました。

寮費 60万円他（半期分は慶應義塾大学からの奨学金で賄いました。）

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

玉置　輝英
商学部（派遣時 2年、現在 3年）

┃

┃

2011年 2月～ 12月
前期 3科目、後期 4科目

メルボルン大学（オーストラリア）

友達とのケアンズ旅行にて

　英語圏で学びたいと考える学生の多くは、アメリカやイギリスなどの欧米国を第一に考えるかもしれませ
ん。そこで、自分なりに感じた、オーストラリア留学が持つ特性とメルボルン大学での留学について話した
いと思います。
　まず、オーストラリアは様々な国からの移民を受け入れているということもあり、大学や街を歩いていて
も、多様な人種を見ることができます。特に、アジアに最も近い英語圏ということもあり、欧米からの留学
生のみならず、中国、インド、シンガポール、タイ、ベトナムなどアジア各国の学生とのつながりも持つこ
とができます。彼らと同じ教室で学び、議論し、彼らの考えに触れることは、日本ではなかなか体験できな
い貴重な経験だったと思っています。
　また、オーストラリアの教育レベルは世界的に見ても高く、実践的な教育を提供している（ケーススタディ
を重視する）ということもよく言われています。私の取っていた経営学の授業は、一週間のうち一コマを講
義、一コマをディスカッションと、構成を二つに分けていました。講義では理論を中心に学び、ディスカッ
ションでは実際の企業にその理論を当てはめて考えるという実践的な授業でした。授業で課されるリーディ
ングも多く、レポート提出もあり、ディスカッションも大変ではありましたが、世界中から集まった学生と、
実際に起きている問題に関して議論を重ねた 1 年間は、非常に有意義なものでした。
　いま、留学を考えている人は、是非慶應義塾大学の充実した交換留学を利用するとよいでしょう。どこの
国にもそれぞれの良さや特徴があると思いますが、どこで学んでも、1 年間の留学は自分を成長させてくれ
ると思います。

寮の食堂には寮生の出身国の旗が飾られている 講義はこのような教室で受ける
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春休みにノースキャロライナで Habitat For Humanityに参加し仲間と建築した家 ワシントン DCで有名な桜祭り（ジェファソンメモリアルの前で留学生仲間と）

進学予定

2年から留学したため、就職活動など進路の準備に悪影響はありませんでした。また、留学前に既に 2

年生分の 30単位が取れていたため、遡及進級をしました。研究会の所属も留学中にはほぼ方向性が決
まっており事前に相談した上で、5月中旬からは参加することができました。

慶應義塾大学が世界中の大学と持つ広いネットワークを活用し、大学で学んできたことを土台にして海外の
学生たちとも意見交換をしてみたいと思うようになったため、留学を希望しました。私は高校時代に一年間
米国留学の経験があったため、今回は異文化体験や語学の習得を主眼に置くのではなく、アカデミックなも
のにしようと思い、国際政治分野で世界のトップ校の一つであるジョージタウン大学への留学を第一希望に
おきました。東アジアの外交について、米国の学生たちがどのように学んでいるのか、日本が国際社会でど
のような役割を求められているのかを肌身をもって知りたい、という心意気で留学に臨みました。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

寺岡　亜由美
法学部政治学科（派遣時 2年、現在 4年）

┃

┃

2010年 8月～ 2011年 5月中旬
Fall: 4科目　Spring: 5科目

ジョージタウン大学（米国 )

オリエンテーション期間のキャンパスにて

　この一年間の留学は、勉強面においても、新しい経験と出会いという点においても、本当に中身の濃いも
のでした。
　勉強面においては、多くの知識だけでなく、大量の課題をこなすガッツや、蓄積した知識を議論やディベー
トに用いる活用能力が身に付いたと思います。正直なところ、最初の頃は、日本の大学とは比較にならない
ほどの宿題の多さに圧倒されていましたが、留学生という身分に甘えずしっかりクラスについていこうと心
に決めていたので、どんなに時間がかかってもリーディングの課題をこなしました。それは、課題をこなし
各授業への予備知識をつけておくことで、現地の学生たちとも対等にやっていけると確信していたからです。
実際、努力すればそれなりの結果もついてきました。もちろん、慣れない米国の大学生活では要領が掴めず
不安になることもありましたが、教授に助言を求めたり、クラスメートと勉強会を行うなどして補うことが
できました。二学期目には勉強にも慣れてきたので、勉強と両立して他の活動にも精力的に取り組めるよう
になり、より充実した生活を送ることができました。
　さらに、一年間に多くの人に出会い、新しい経験をしました。ジョージタウン大学では、政府高官を務め
た経験のある方が多く教鞭をとっているため、歴史や理論を学べると同時に、実際にホワイトハウスでは何
が起きていたのか、という点まで詳細に学ぶことができました。また、彼らからは、理想を語るだけでなく
それをどう実行に移すかを詳細に考えることの大切さや、予期せぬことが起こったときでも柔軟に対応し立
て直すことの大切さを学びました。教授陣だけでなく、世界各国から国際政治に関心を持つ学生たちが集まっ
ているため、国際問題を議論する上ではこの上ないメンバーも揃っていました。さらに現地の学生たちとボ
ランティア活動にも多く参加し、ワシントン DC や米国南部の貧困問題について肌身をもって感じることが
できました。
　これらの出会いや経験は、私の人生の中で一生の財産になると思います。
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誕生日に寮の友達がプレゼントしてくれた寄せ書きのバナーを囲んで

友達の 21歳の誕生日パーティにて（アメリカでは 21歳から合法
にお酒が飲めるようになるので、誕生日は盛大に祝います）

株式会社ボストン・コンサルティング・グループに就職

留学後は進級することにしました。留学中にボストンで開催された留学生向けの就活イベントで内定
が決まっていたことや、入学時の友人と一緒に卒業したいという思いがあったからです。

中学までアメリカで育ったこともあり、アメリカの大学で勉強することに対して小さい頃から強い憧
れを抱いていました。大学受験時には、日本の大学でしっかり日本語で勉強をしてみたいと思いまし
たが、大学入学後、自分の勉強したい専門分野が見えてくるようになり、様々な角度から自分の興味
分野や将来について考えたいと感じるようになり、交換留学に応募しました。

寮費は毎月 $525程度、光熱費や通信費をすべて含めた料金です。キャンパス上にあるいくつかのカフェテ
リアで使用できるミール・プラン（食事プラン）を購入することもできますが、各寮に共同で使用できるキッ
チンがあったためほとんどの学生は自炊生活をしていました。 交通費は、キャンパスと寮をつなぐ、学校運
営の無料シャトルがあったため無料でした。 教科書代は毎学期初めに大体 $200-300程度使用していました。
Bookstore（学内の生協）で購入することもできますが、大抵の場合インターネットでより安く購入するこ
とが出来るため、多くの学生は Amazonや E-bayなどのサイトを利用して中古の教科書を購入していました。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

廣瀬　匠子
総合政策学部（派遣時 3年、2012年 3月卒業）

┃

┃

2010年 9月～ 2011年 6月
一学期目：12単位　二学期目：16単位
三学期目：16単位

カリフォルニア大学アーバイン校（米国）

カルフォルニアのビーチにて

　留学出発直前まで学生団体で幹部をしていた私は、恥ずかしいことに留学前の準備をほとんどせずに旅立ってしまったことも
あり、留学中の生活は当初予想していた以上に大変なこともありました。大学の授業で毎回課される大量の読書課題をこなすた
めに一晩中勉強し続けても間に合わなかったり、車社会のアメリカで日本のように自由に行き来することが出来なかったり、日
本の家族や友人と離れて違う国で暮らす寂しさを味わったりすることもありました。しかし、その中で頑張ったからこそ、日本
でそのまま大学生活を送っていたら得られなかったかもしれない、たくさんの気付きや感動があり、大きな転機となりました。
　一言で言うなら、私にとって留学は「自分を知る」旅でした。日本の家族や友達、今まで自分にとって大切だったこと（アル
バイトや学生団体での活動など）から一旦離れて、一人で違う環境で生きていくことで孤独や不安を感じる時もありました。し
かし、同時に、大切な人から物理的に離れ、自分とは異なる考え方に触れることは、周りの意見に左右されることなく自分自身
としっかりと向き合い、今までの生活や生き方を客観的に振り返ったり考え直したりするチャンスにもなりました。例えば、私
が暮らしていた寮にはエジプトやフランス、韓国など様々な国の学生がいましたが、彼らと率直に意見を交換したり、一緒にご
飯を食べに行ったり、ビーチへ遊びに行ったりした経験の中でも、自分が育ってきた環境やその中で共有された価値観に気付か
される場面は多々ありました。また、友達とスタディールームで互いに一生懸命勉強したり、教え合ったりしたことは、学ぶこ
との楽しさを発見できただけでなく、頑張ることでしっかり乗り越えることができたという大きな達成感や自信にもつながった
と感じます。
　今振り返ると、こうした一つ一つの小さな経験の積み重ねが、自分にとって大切な人やもの、自分の考え、そして自分の将来
を考えるきっかけになっていったのだと実感します。新しい環境の中で一生懸命勉強し、思いっきり遊び、真剣に自分と向き合っ
た経験とその中で作った友達は、本当にかけがえのないものです。
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　就職氷河期と言われることの多い今ですから、確かに大学在学中に留学することに躊躇を覚える方が多い
のも理解できます。実際、自分が留学中に日本にいる友達が就職活動に精を出している様子や内定を勝ち取っ
ていく様子をみると、自分はどうなるのだろう、と不安に思うこともたくさんありました。しかし、留学に
対する強い決意をもって留学生活を送ることができれば、必ずそれに見合う以上のものを獲得することが出
来ますし、自分の自信にもなります。今後自分がしたいことや進むべき道を落ち着いて考え、明確にするこ
とのできる、またとない機会でもあると思います。また、多少の不安があってもなお留学を選んだという意
思や留学で学んだこと、成長した部分を自分で信じ、アピールすることができれば、その熱意は企業等にも
伝わるはずです。
　就職活動が不安で留学を諦めたり、就職活動がなかなかうまくいかないことを留学のせいにしたりするの
ではなく、何事も諦めずに自分がやりたいことを全力でやれば、自分の選択に真正面から向かい合うことが
できるし、後悔がありません。むしろ、それら全てが自分の幅や可能性を広げてくれ、将来につながるもの
だと思います。
　世界各国の素晴らしい大学と提携している慶應義塾大学の交換留学プログラムで留学できるという機会を
最大限に活用し、皆さんが満足のいく留学生活、そして就職活動を送られることを心から願っています。

学生の待ち合わせ場所でもある学校内のホール 留学生と橋の上で夜のピクニック

2010年 8月に帰国しましたが、2011年 6月の外務省専門職員採用試験の受験を決めていたため、万
が一の場合を考慮し、遡及進級せずに卒業を一年遅らせるようにしました。

受験勉強は帰国後の 9月頃から始めました。また、就職活動を全く行わないのも不安だったため、12

月頃から興味のあるいくつかの企業の説明会にも参加しました。

8月末

留学前にも漠然と将来は外務省で働きたいと思っていましたが、留学を経験したことでさらにその思
いが確かなものになりました。また留学先もフランスだったため、一生フランス語に携わる仕事がし
たいと考え、特にフランス語を専門とする専門職員として外務省に入省したい思いを強くしました。

上記のとおり、自分が大学卒業後に進みたい道や貢献したいこと、大切にしたいものに対する思いを強い
ものにするという意味で、留学は非常に役に立ちました。また、企業の面接や外務省の面接で留学生活に
ついて多く聞かれるので、留学のおかげで自分をアピールするエピソードには事欠かないとも感じました。

全体的に留学が受験勉強（あるいは就職）に不利に働いたと思った点はありませんが、あえて言うな
らば、試験のために勉強する期間が周りの受験生と比べて少なかったことが少し不安でした。しかし、
周りのペースに流されず、自分のペースで試験日から逆算して勉強計画を立て、基礎をしっかり固め
る勉強方法で、合格することが出来ました。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等
に与えた影響はありま
すか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働い
たと思ったことはありま
すか？また、それをどの
ように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

出口　彩央里
総合政策学部（派遣時 3年、2012年 3月卒業予定）

┃

┃

┃

2009年 9月～ 2010年 8月
パリ政治学院（フランス）
前期：6科目、　後期：6科目

外務省（専門職員）

学校の前で仲の良い友人と

ⅩⅢ. 派遣交換留学生 就職活動記
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サークルの試合後のミーティング クリスマスパーティー前の記念撮影

〈留学がどう志望理由につながったか〉私は、日本の企業や製品が海外でどれほど普及しているのかという大体の予想を
自分の中で立て、それを自分の目で確かめるために留学しました。予想していた通り、道を走る自動車や家電量販店では
日本製の物が大半を占めていました。しかしながら、日本企業の名前を出すと「それって韓国？中国？」と言われること
が何度もありました。そこで初めて自分の認識が間違っている事に気付いたのです。海外では SONY は SONY であり、
TOYOTA は TOYOTA であるだけで、それは決して日本と結びついてはいませんでした。そのため私は自分の育った日本
という国をもっと海外で活躍させたいと思い、ある特定の企業ではなく日本の企業を業界という「面」でサポートできる
銀行と商社を志望することになりました。

〈面接で聞かれた事〉留学に行ったという事実は就職活動において大きなアピールポイントになります。しかし留学してい
たからという理由で面接で英語力を問われる事はほとんどありませんし、エントリーシートに「留学していました」と書
いたから受かるということもまずありません。小さい島国を出て海を越えた結果、その前と後で物の見方がどう変わった
のか。それが一番重要であり、深く突っ込まれる点でもあるので、そのためには日本で育ったことのない人とたくさん話
すのがいいと思います。たくさんの人と楽しく過ごしながら新しい発見もたくさんすれば、意味のある充実した留学生活
になると思います。

留学中は留学に専念し、帰国後にじっくり就職活動に時間を割きたかったため、遡及進級しませんでした。

3年生 11月後半

5月 2週目 (震災のため就職活動時期は 1ヶ月遅れていました )

留学中に感じたことが志望理由に直結しました（以下参照）

長い間日本で過ごしたことで視野が狭くなっていることに、留学を経て気が付くことができました。私
の勝手なイメージだったのですが、日本の技術は世界を引っ張っている存在であり、日本と言えば自動
車や機械だと世界中で認識されていると思っていました。ところが実際に海外で生活してみると、日本
はアジアのどこかの国程度にしか思われていませんでした。今までの想像と、留学で見た現実とのギャッ
プが「日系企業の海外進出支援をしたい」という就職活動の一つの軸となり、非常に役立ちました。

留学後に遡及進級しなかったため、学年が周りとずれてしまい、就職活動を共に乗り越える友人が少なく、モチベーショ
ンの維持や情報収集の面で不利だと感じました。モチベーションの面ではプラス思考に切り替えるしかなく、一人の時間
が増える分自己ＰＲ等の作成に時間をかけられるので、かなり具体的に細かい内容まで考えることができました。その結果、
全企業でエントリーシートを通過させることができ、自分の考えにも自信が持てるようになったため、面接でも緊張せず
にはっきりと受け答えできるようになりました。情報収集は、友人が皆就職活動経験者であったため、年上の先輩よりも
気軽に webテストの問題集をもらったり、面接や ESのアドバイスを聞くことができたので、逆に得だと感じました。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働
いたと思ったことはあ
りますか？また、それ
をどのように克服しま
したか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

深澤　亮太
経済学部（派遣時 3年、2012年 3月卒業予定）

┃

┃

┃

2009年 9月～ 2010年 6月
マンチェスター大学　(英国 )

各５科目

三井住友銀行

寮のキッチンにて食事会
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　留学することで就職活動に支障が出ることは、基本的にないと思います。留学という理由で留年したり休
学したりすることはマイナスとは映りませんし、むしろもし留学したいという希望があるのなら、人生最後
かもしれない学生生活に心残りを持ったまま働き始める方が不幸だと思います。卒業してから（時には数年
をインターンや旅行で過ごしてから）職探しをするのが普通の海外の学生達からは、３年生の途中から就職
活動をしなければならない日本はむしろ変わっている、とよく言われました。周りに流されず、自分のやり
たいことをやり抜くという姿勢は、留学でも就職活動でも最も大事なことではないかと思います。

遡及進級しました。大学を 4年間で卒業することを親と約束していたため、また、帰国時期が十分就
職活動に間に合い、同級生と一緒に卒業したかったためです。

2010年 10月

2011年 6月初旬（東日本大震災のため内定先の選考が６月開始に延期）

ありました。

留学自体が、自分がどういう人間かを考えるきっかけとなり、留学することにより、自分が何をした
いのかを考える時間を得ることができました。同時に、それぞれ違うキャリアプランを持っている各
国の学生と話すことで、日本での働き方や就職活動について考え直すことができ、自分が何をしたい
のかをそれまでとは違う観点からも考えられるようになりました。また、留学先の三田会の方々とお
話することもでき、貴重な助言を伺うことができました。

特にありませんが、強いて言えば、夏のインターンに参加できなかった点です。しかし、特にそれを
不利とは感じませんでした。私の場合は 2年次に留学を始め、3年の夏休みに遡及進学することができ
たので、10月からの就職活動に不利益は全くありませんでした。しかし、もし日本で外資系の企業を
受けるならば、早めに準備した方がいいと思います。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働い
たと思ったことはありま
すか？また、それをどの
ように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

藤原　百合子
法学部政治学科　（派遣時 2年、2012年 3月卒業）

┃

┃

┃

2010年 1月～ 2010年 7月
3キャンパス合同東アジア研究プログラム
（中国・韓国）
香港大学４科目、延世大学４科目

トヨタ自動車株式会社

3キャンパスプログラム閉会式にて
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　高い費用を払い、時には進級を遅らせてまでして、皆さんは何を得るために留学するのでしょうか。例え
ば、日本でも受けられる授業を違う言語で学ぶことに、その対価に値するほどの意味は見出せるのでしょう
か。私は留学の意義を、日本では学べないことを体得することだと考えています。確かに、留学期間は瞬く
間に終わってしまいますし、現地ではより専門的な勉強をしている学部生や院生に出くわします。それでも、

「どうせ一年だけだから、学部生だから」という消極的思考から脱却し、「たった一年の留学だけど、四年分
の勉強をしてきてやる」という覚悟を持つことが必要です。そうでなければ、毎日のように遊びに明け暮れ、
何も得ないまま帰国の途に就くことになるでしょう。それよりも、具体的な学問知識や実践的なスキルを身
につけるべきです。
　そうして得たものが自分の直近の就職先に活きることは、むしろ少ないかもしれません。それでも、そこ
にはあるひとつの決定的な便益があります。それは「中身の濃い勉強に打ち込むほど、それだけ濃い友人が
できる」ということです。私が留学を通して得た一番の成果は、最高の新聞を作ろうと昼夜共に奮闘した学
生新聞のオフィスの友人たちであり、学部で一番厳しいと言われる授業を一緒に乗り切った友人たちです。
そのように互いの弱みや強みを理解し、最後までこぞって頑張った仲間は、クラブやバーで知り合った人々
の何倍も濃い絆で結ばれた、留学の確固たる成果なのです。それこそ、日本では体得できない、留学の真髄
たるものだと思います。

単位が認められなかったため、していません。

2010年秋

2011年 4月

直接的には影響しませんでしたが、同じ業界の外資系や海外支局の様子を知ることができました。

留学前からジャーナリストという将来像は大方決めていました。留学を通じて、ジャーナリズムという
学問を学ぶことで、同じ志を持つ友人を多く得ることができたことは一番の収穫です。また、アメリカ
という国は、アルバイトやインターンをはじめキャリアにつながるチャンスが豊富にあり、それらを利
用して実践的な訓練を積むことで、本当に自分に合う職業なのかどうかを見極めることができました。

特になし。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働いたと思っ
たことはありますか？また、それ
をどのように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

宮崎　真
経済学部（派遣時 3年、2012年 3月卒業）

┃

┃

┃

2009年 8月～ 2010年 5月
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（米国）
秋学期 4科目、春学期 4科目

日本経済新聞社

エディターたちと 1年間働いた学生新聞のオフィスにて

映像ニュース制作のクラスメイトたちと ハロウィーン・パーティにて


