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国際センターが実施・紹介する留学プログラム

第

第

留学のてびき

留学のてびき

慶應・延世・香港
東アジアリーダーシッププログラム
慶應・延世・香港 東アジアリーダーシッププログラム
（通称3キャンパスプログラム）
は、交換留学の中でも非常に珍しい、3大学（延世大学、
香港大学、慶應義塾大学）が協力して実施するプログラムです。
１年をかけて3つの大学を巡りながら英語による講義を受講し、参加者と共同

生活を送ることで、東アジア地域に関する理解を深めることを目的としています。3大学の学生のほかに、パートナー大学（プリンストン大学、

ジョージタウン大学、コーネル大学、南カリフォルニア大学、キングス・カレッジ・ロンドン、ジュネーブ大学）から選抜された学生も一部参加

します。

留学体験記

留 学につ い て 知ろう！

自分と徹底的に向き合った留学生活

江田 晴香

商学部 商学科
ケンブリッジ大学
（英国）
ダウニング・コレッジ夏季講座

ケンブリッジ大学
短期海外研修

ボストン大学

ここが魅力！

交換留学

◦東アジアのみならず、欧米のトップスクールの学生とも緊密なネットワークを構築できる

▲ グ ル ー プ プレゼンテーションで 賞 を
とった記念に先生とメンバーと記念撮影
（短期海外研修）

1年

参加学年

（米国）
2019年9月〜2020年3月

留学期間

※新 型コロナウイル ス感 染
拡大のため早期帰国

短期海外研修プログラムに参加した理由

◦授業およびプログラム参加者の共通言語は英語なので、英語力が自ずと

長期留学の前に海外での生活に慣れること、そして英語力の向上を目的にこのプログラムに参加

高められる

しました。1ヵ月という長さが他プログラムよりも長期間であることや、
レベル別に授業が行われる
点などが目的に即していると感じました。さらに普段は交流ができないケンブリッジ大学の学生と

◦一 定の受給資格を満たしていれば、日本学生支援機構（JASSO）
による

日常生活を共にすることで、新たな発見や勉強のモチベーションアップにつながると考えました。

給付型奨学金（月額70,000円×6ヵ月）が支給される可能性が高い

▲ラテンダンスの授業で（交換留学）

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備

◦実 際の国外留学期間は2月下旬～8月下旬の約半年間のため、

ホスピタリティ産業で国際的に働くことが夢であるため、ホスピタリティが学部として存在するボストン大学を選びました。またボストン

丸1年留学するのは時間的にも費用的にも厳しい…という方にぴったり

は観光地でもあり、国際会議の会場やホテルが多くあるため肌で実際の職場を感じることができ、勉強するには最適の場所だと思い
ました。短期海外研修プログラムに参加したことにより、より一層海外での生活に憧れを抱いたため、モチベーションを一切落とすこと
なく交換留学に挑むことができました。留学の準備として、ケンブリッジ大学で出会ったTAの勧めもあり、海外のお客さまが5割を占める

1年間のプログラムの流れ

東京のレストランでアルバイトを始めました。日常的に英語を使うことで、会話のツールとして英語への抵抗がなくなりました。

同じ興味や関心を持つ留学生と1年をかけて3つのキャンパスで学びながら、フィールドトリップやグループワークも共に行うため、深い絆が
生まれます。他の人とは違った留学経験になること、間違いなしです！

ある一日のスケジュール
〈短期研修プログラム〉

カラオケナイト

寮で自習
寮近くの
レストランで夕食
Teaching Assistant
とカフェでおしゃべり
授業
（マーケティング）

21

0

寮で夕食

15

12

寮でルームメイトと
自習

3

平日

18

6
9

カフェテリアで昼食

1

慶應義塾大学（三田キャンパス）
9月～2月上旬

• オープニングセレモニー
• 国際センター設置の英語による科目を
履修

2

3

延世大学（ソウル）
2月下旬～6月

• Underwood International College
設置の英語による科目を履修

授業
（英語レベル別）

友人とカフェテリアで昼食

3

平日

18

授業
（Ballroom,Latin）

0

15

12

6
9

起床・寮で朝食
授業
（Introduction
to Hospitality）
友人とジム

このプログラムで得たものは3つあります。1つは語学に対する自信です。英語でのエッセイやディスカッションなどにはじめは苦戦しました

• HKU summer courses より科目を

が、優秀な先生やTeaching Assistantとの開放的で互恵的なクラスの雰囲気によって効率的に成長することができ、グループプレゼン
テーションでは賞をいただき英語力に自信を持ちました。2つ目は、TAとの出会いです。7名のケンブリッジ大生がTAとして私たちと同じ寮で
生活し、空き時間にはカフェでお茶をしたり、授業後一緒に買い物をするなど親密になる機会が多くありました。一人のTAとは留学から4年

• クロージングセレモニー

後の今でも頻繁に連絡をとっており、一昨年ロンドンを訪れた際には久々の再会を果たしました。最後は、慶應義塾でかけがえのない友人を

• 東京近郊へのフィールドトリップ

得ることができたことです。このプログラムに参加していなければ出会わなかった、勉強意欲の高い仲間を得られたことは大きな財産です。

実際の留学生活について

S t u d e n t Vo i c e

授業の楽しさに衝撃を受けました。さまざまなバックグラウンドを持つ生徒の意見を公平に受け

「アジア地域に留学したい」
「 英語を使って勉強したい」
と思い、留学プログラムを探していたところ3キャンパスプログラム
のことを知り、応募しました。慶應を離れる期間が1学期間と他の交換留学よりも短い点、半年間で2つの都市を回れる
点、世界各地の大学から参加者がいるためさまざまな友人ができる点も魅力です。勉強面でも東アジアについてあら
ゆる角度から学べる有意義なプログラムです！
2018-2019派遣生

法学部 政治学科

郷原有紗

東アジアについて複数ヵ国で学ぶことができる点に惹かれ、3キャンパスプログラムを志望しました。実際に、自国の文化
の発信と他国の文化の吸収の両方を経験することで視野が広がったと感じています。また、1年間行動を共にする世界
各国からの留学生仲間がいる点も、他プログラムとの大きな違いです。韓国に留学する時点で既に仲間がいるという
ことは、想像以上に心強く感じました。プログラムの参加者と留学先で出会う仲間、さまざまな形での出会いがあり、
常に刺激を受けながら世界中に人脈ができる、非常に魅力的なプログラムだと思います！
2019-2020派遣生

013

起床・
カフェテリアで朝食

授業
（Third-Semester
Spanish）

21

ルームメイトと
映画鑑賞

実際のプログラムについて

香港大学（香港）
6月～8月下旬

履修

• Jeonju
（全州）
などへのフィールドトリップ

〈交換留学〉

法学部 政治学科

日山絢子

入れ、一人ひとりが成長できるよう積極的にサポートする先生方や明確な目的を持って勉強
している学生との出会い、そして何事にも受け身ではなく自分で考え行動する米国文化に触れた
ことは間違いなく人生に大きな影響を与えました。日々課題に追われ、新しい環境に必死に
ついていこうと悩み、もがいたこの経験を通して、主体性、粘り強さ、そして柔軟性を身に付け
ました。またコロナの影響で強制帰国となり悔しい思いをしましたが、与えられた環境に文句
を言うのではなく、今何ができるのか冷静に考え行動を起こすことの大切さを学びました。

▲K illingtonで行われたスキー部の合宿
（交換留学）

後輩へのアドバイス
やってみたいと思うすべてのことに挑戦してほしいです。やらない言い訳を探す前に、飛び込んでみてください。私はボストンで、
留学生は入部不可のスキー部に交渉し入部、定員越えだった授業の先生に熱意を伝え特別に受講許可をもらいました。それらの
経験から、自分で道を切り開くことの重要性を実感しました。後輩の皆さんには、貴重な4年間で多くのことを経験し後悔のない
大学生活を送っていただきたいです。
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留学について知ろう！

留学のてびき

自分が本当に好きなことを探す時間

中野 雄太

留学期間

髙野 莉子

法学部 法律学科
（2022年3月卒業）

アムステルダム自由大学

遡及進級を
遡及進級の有無

2019年8月～2020年3月

※新 型コロナウイルス感染拡大の
ため早期帰国

およびその理由

した

しなかった

大学2年生の夏からの留学だったため、三田での勉強や就職活動
への影響も少ないと考えたから。

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備

留学期間

（大韓民国）
遡及進級を

3年

2019年9月～2020年1月

※新 型コロナウイルス感染拡大の
ため早期帰国

遡及進級の有無
およびその理由

した

しなかった

留学先での学びや経験を踏まえたうえで、慶應で時間をかけて
研究をしたかったため、在籍延長をした。

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備

中高時代、NHKのラジオ語学講座を聞いて、英語が好きになりました。英語ができるようになれば世界中の人々と会話できるようになる

高校時代に韓国への交換留学を断念した経験から、大学では絶対に韓国へ留学をすると決めていました。また、現地の学生たちと共に

と期待して勉強をしていたので、大学に入ったら交換留学をして、海外に住んでみたいと考えていました。私は、法学部の英語の先生に

現地の言語で授業を受けたいと考えていたため、大学1年生の頃から朝鮮語の勉強は継続して行っていました。大学１年生の冬休みに

オランダを勧められ、オランダ留学をしている日本人はあまり多くないと考えたのであえてオランダを選びました。慶應では法律を勉強

は朝鮮語のクラスでソウル国立大学開催の語学研修に参加しました。そこでの学生との交流からソウル国立大学にはさまざまな学部が

していたので、法が国境を越える問題に対してどんなアプローチをしているのかを学びたいと思い、
「 人権と国境線」
「 気候変動と法」等

あり、最先端の研究も多岐にわたり行っていて、学生たちの志も高く、大変感銘を受け交換留学先もソウル国立大学を選びました。出発

の授業があるアムステルダム自由大学を選びました。留学前は日吉での授業を通して、留学先で学びたいことと関連する内容や、語学

までには、過去に留学された先輩に現地の生活について質問をしたり、大学のシラバスを見て履修したい授業や留学中に挑戦したい

（英語）の勉強をしました。

ことを考え、準備を進めました。

ある一日のスケジュール

ある一日のスケジュール

水泳、もしくは自室で勉強
寮で夕食を
作って食べる
帰寮・スーパーで
夕食の材料を買う
図書館で授業の課題
友人と大学の
カフェや植物園で休憩

0

21

寮の1階のカフェで
友人とビールを飲む

平日

18
15

12

自室で休憩
もしくは勉強

3
6
9

授業
（
「人権と国境線」
）
友人と学食で昼食

国際交流サークル
（ESN）
のイベントで
ゴーダへショートトリップ

15

12

帰宅・自宅で夕食

3

休日

18

起床・朝食

0

21

自宅で勉強
（授業の復習）

図書館で勉強

6
9

起床・朝食

実際の留学生活について

授業
（日本と国際関係）

21

0

勉強
（授業の予習）

平日

18
15

大学内のカフェで
勉強

12

自宅で夕食

3
6
9

起床・自宅で朝食・
登校

ボランティア
参加者と交流会

21

友人と食堂で昼食

15

ボランティア参加

オランダの魅力は誰もがのびのびと暮らせることです。オランダ人は町で困っている人を見かけ

韓国は日本と近いということもあり、気候や文化等似ている部分も多いです。しかしそれが故に、

ると、お節介なくらい、積極的に助けます。親切で真っ直ぐな性格の人が多いオランダの首都、

全く同じだと思っていると驚くこともあります。人との距離が近い国なので最初はその距離感に

アムステルダムには多種多様な移民や留学生もいます。中心部の近くに湖や海、公園があること

少し戸惑いましたが、慣れるとバスを待っているときや街中でさまざまな人と会話ができ、良い

や、自転車での移動が便利なことも、留学生がのびのびと暮らせるポイントだと思います。

経験になります。また、留学先のソウル国立大学は韓国最高峰の大学といわれるだけあり、周りの

9

起床・
自宅で朝食

学生たちの学習意欲や志、学びのレベルが高く、大変刺激を受けました。
１コマの授業が３時間という
勉強をしているほど勉強熱心であり、その姿に感化され、私も授業の前後は図書館で授業の予習

話したいときはキッチンに行き、一人になりたいときには自室にいることができました。寮の友人と
度に、自分の知らなかった食材や調理方法を知ることができて、自分の食のスタイルが新たに形

12

6

こともあり、勉強はかなり大変です。しかし、周りの学生たちはテスト期間関係なく常に図書館で

留学生と共用しました。自分の部屋は個室だったので、日々の生活の中で、フロアーメイトと気軽に
スーパーで食材を買い、キッチンで料理して夕食を共にすることもありました。友人と料理をする

3

休日

18

授業
（消費と倫理）

0

実際の留学生活について

私は学生寮に住みました。
１フロアー14人で、キッチンやダイニングテーブル、洗濯機を他の交換

▲寮の1階のカフェでビール

作られていく感覚が本当に楽しかったです。

復習等に取り組んでいました。

▲練炭ボランティアに参加した時

そして旅行や語学留学ではなく、交換留学生として現地の学生たちと共に授業を受け、衣食住を
共にし、生活者として接することが重要だと私は感じています。日韓関係というとギクシャクしている
部分もあるかもしれません。韓国に行くのは危ないよという人もいるかもしれません。
しかし、実際

勉強で一番苦労したのはリーディングです。慶應の法学部では、授業の担当の教授がレジュメを

に現地で生活してみて危険を感じたことは一度もなく、気さくに接してくれます。中には日本に対し

作ってくれることが 多 い のに対して、アムステル ダム自由 大 学では、複 数 の 教 科 書や論 文 等 が

良くない感情を抱いている人もおり、実際に反日の方とお話をしたこともあります。日本の政治に

リーディング課題として毎週課され、自分で読解をする必要がありました。夜遅くまで大学の図書

対する強い思いをぶつけられ勢いに圧倒されそうでしたが、日韓関係が友好化してほしいという

館にこもって、論文や判決文等を地道に読み続けました。また、
「 人権と国境線」の授業の一環で、

自分の気持ちを時間をかけて伝えると、最終的には理解してくださり、談笑できるようになりました。

アムステルダムに住む多種多様な移民の暮らしを助けるボランティア施設を訪れました。それが

お互いを思いやり、コミュニケーションをとれば気持ちは通じるはずです。それは現地で生活して

きっかけで、私はその施設の調理場で、週に1度、昼食を作る手伝いを始めました。これを通して、

▲練炭ボランティア参加後、参加者
の打ち上げ

現地のオランダ人との交流を深めることや、オランダ語を学ぶこともできました。

こそ心から理解できることだと思います。

留学先では自分の好きなことややりたいことを自力で探し出して、それをやってみる時間があり

ソウル国立大学への交換留学は自分の人生を後押ししてくれる大切な経験です。その後、少し怖い挑戦や高い壁に当たった時も
「留学
生活を乗り越えられたのだからきっとできる」
と一歩を踏み出すことができるようになりました。それにより、人生の選択の幅が大きく

ます。もちろん不安もありますが、
「 今ここでしかできないことをやろう」
という思いからか、その
ためのちょっとした勇気も湧いてきます。そして、その中で、自分は
「これだけ一生懸命生きている
んだ」
ということを感じられる瞬間や、新しい「人」
との出会いの機会が必ずあります。

▲B OOST（移民の暮らしを助ける
ボランティア施設）
にて

後輩へのアドバイス
留学するには多くの準備や困難が付き物です。しかし、苦労した分だけ、留学先では自分が本当に好きなことややってみたいこと
に挑戦するための勇気が湧いてくると思います。そして、本心を語り合うことのできる友人もできます。
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総合政策学部 総合政策学科

派遣時学年

交換留学

休日に釜山へ観光に▶

（2022年3月卒業）

ソウル国立大学

（オランダ）

2年

派遣時学年

交換留学

自分の人生を創るかけがえのない経験

寮のフロアーメイト▶

広がったと思います。交換留学へ参加して本当に良かったです。

後輩へのアドバイス
人生は一度きり。いろいろな経験で創られていくものです。少しでもやってみたいという気持ちがあるのなら、ぜひ挑戦してみて
ください。もし思うようにいかないことがあっても、それもまた人生。悔いのないように自分の気持ちに寄り添ってあげてくだ
さい。応援しています！
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留学してみよう！と思ったら

卒業後進路一覧

人数

就職先

派 遣 交 換 留 学生
人数

ＰｗＣコンサルティング合同会社

20

防衛省

3

アクセンチュア株式会社

10

みずほ証券株式会社

3

三井物産株式会社

8

三井化学株式会社

3

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

8

三井住友信託銀行株式会社

3

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

7

三菱重工業株式会社

3

日本アイ・ビー・エム株式会社

7

有限責任監査法人トーマツ

3

株式会社日立製作所

7

楽天株式会社

3

丸紅株式会社

7

その他の就職先

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

6

住友商事株式会社

6

株式会社みずほ銀行

6

株式会社三井住友銀行

6

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

5

外務省

5

シティグループ証券株式会社

5

ソニー株式会社

5

三菱商事株式会社

5

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

4

アマゾンジャパン合同会社

4

グーグル合同会社

4

全日本空輸株式会社

4

ソフトバンク株式会社

4

日本放送協会

4

日本航空株式会社

4

日本マイクロソフト株式会社

4

野村證券株式会社

4

株式会社野村総合研究所

4

株式会社博報堂

4

ＵＢＳ証券株式会社
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
アクサ生命保険株式会社
伊藤忠商事株式会社
花王株式会社
慶應義塾
ゴールドマン・サックス証券株式会社
国土交通省
信越化学工業株式会社
住友電気工業株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム

日本ロレアル株式会社

3

ブルームバーグ・エル・ピー

3

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

3

国外就職

株式会社ファーストリテイリング

4

富士フイルム株式会社

4

ＫＰＭＧ税理士法人

3

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

3

アビームコンサルティング株式会社

3

クレディ・スイス証券株式会社

3

独立行政法人日本貿易振興機構

3

進路形態
就職

人数
451

大学院進学

70

専門学校・外国の学校等への進学

22

その他

40

進路届未提出

17
総計

600

4

※2 017～2020年度派遣交換留学生のうち、2018～2020年度
に卒業・修了した者を集計対象としている。
※各 年度4月30日現在の本人からの届け出による。
※各 年 度 の 集 計 時 点における社 名を採用しているため、実質は
同一企業だが異なる社名で掲載されていることがある。
※就 職は進学就職（進学と就職のどちらにも当てはまる場合）を
含む。
※慶 應義塾大学卒業生全体の進路状況については、下記のWeb
サイトにて確認できます。
https://www.students.keio.ac.jp/com/career/service/date.html
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就職先

ルームメイトに加え、▶
隣の部屋に住む友人たちでディナー

三井物産株式会社

阪本 都
留学期間
派遣先大学

Ａ．
Ｔ．
カーニー株式会社
ＢｏｆＡ証券株式会社
ＧＣＡ株式会社
Ｉ
ｎｄｅｅｄＪａｐａｎ株式会社
ＪＰモルガン証券株式会社
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社

株式会社テレビ朝日
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
株式会社電通
株式会社電通グループ
東京瓦斯株式会社
トヨタ自動車株式会社
内閣府
日本オラクル株式会社
日本銀行
株式会社みずほフィナンシャルグループ
三井不動産株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
株式会社読売新聞東京本社 等

留学も就職も悔いのない選択を

就職活動記

留学準備

就職先

派遣交換留学生

部 留学のてびき
第1章

2 017～2020年 度

Ⅰ

法学部 政治学科

（派遣時3年 2021年9月卒業）

2019年8月～2020年5月
ボストン大学（米国）

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を

した

しなかった

当時は4年での大学卒業・21卒としての就職を考えていたためです。
しかし最終的には卒業を半年遅らせ、22卒としての就職となりました。

いつ就職活動を始めましたか
留学中に就職活動をしましたか

留学前である2年生の冬からインターンシップなどに応募していました。留学中は21卒としてボス
トンキャリアフォーラムに精力的に参加していました。

内定はいつ頃もらいましたか

最 初にいただいたのは2 1 卒としての 内 定で、3 年 生 の 9 月という渡 航して間もな い 時でした。
最終的に就職先として選んだ企業の内定は、22卒として2021年6月にいただいたものです。

留学がもたらした
就職活動への良い影響を
教えてください

留学中は学業と課外活動（ダンス）両方において、自身のコンフォートゾーンを抜け出して悔しい
思いをしながらも泥臭く頑張り、結果を残す経験をしました。それらの経験を企業に伝えるなかで、
臆することなくさまざまなことに挑戦する自身のパーソナリティを認めていただけたように思います。
また苦労を乗り越えた自負から、自身の面構えやオーラが留学前後で大きく変わったのではないか
と思います。

留 学 が 就 職に不 利に働 いたと
思った点はありますか。またそれ
をどのように克服しましたか

当時はコロナ前だったため、選考の過程において、日本でのテスト受検や対面面接を必須とする
企業が多く、スケジュールの交渉に苦労しました。また、留学中は学業で忙しいため、企業研究の
時間をとることやボストンキャリアフォーラムで内定を獲得することは決して簡単なことではあり
ませんでした。内定獲得後も情報収集しながら自身が就職すべき企業を比較検討し、最終判断を
下すことも難しいと感じました。私はボストンキャリアフォーラムで当時の志望企業から内定を
いただいたものの、あくまで留学中に選考を受けられる業界・企業（主に外資系）のみから進路を
選ぼうとしていたことや、学業と並行して片手間に行っていた自身の就職活動スタイルそのものに
違和感を抱き、帰国後は留学中に受けられなかった企業（主に日系）を中心に、完全燃焼、悔いの
ない選択を目指して就職活動を続けました。

留学に行った先輩たちに忠告されていたことでしたが、思えば自分の留学生活というのは
決して華やかではなく、そこにいるだけで劇的に自分が変わっていく、というものでもあり
ませんでした。留学生活とは、本気で向き合えば向き合うほど泥臭い毎日になります。私の
場合、学業においては憧れの教授の研究室に、自身が熱を注いできたダンスにおいてはプロの
集まる本場のコミュニティに、燃え上がる挑戦意欲と共に飛び込むものの、いざたどり着いて
みれば自分の場違い感や劣等感に向き合わなければならず、それでもへこたれることなく
食らいついて進む…そんな日々でした。渡航してしばらくは体力面と精神面双方において
辛かったです。しかしそんな毎日を通じて忍耐強くなり、何よりも自分以上に頑張っている
周囲の仲間たちと深い絆を築くことができました。このことは、苦しさや悔しさに勝る幸福感、
充実感をもたらしてくれたと思います。また、これまで続けてきたダンスの本場に思い切って
足を踏み入れたことで、日本で大学生として生活しているだけではきっと交わることのない
だろう人々と出会いました。各々異なる人種や性別といったバックグラウンドを持ち、さまざま
な苦労を味わい、それを芸術の力で克服してきた人々が集う、創造力にあふれる情熱的な
空間でした。上記のような留学生活は自身の就活軸に大きく影響を与えたと思います。苦しくも
刺激的な日々、多様な才能を持つ人々との出会いを経て、将来こんな経験を、ビジネスを
通じて責任のある立場でできたらどんなに面白いだろうかと、自然に考えるようになりました。
自分にはないものを持つ優秀で刺激的な人々と仕事ができる環境かどうか、海外駐在に若手
のうちから行くことができるかどうかは、私にとって重要な就活軸になりました。

▲ ボ ストン か ら バ ス で 5 時 間 ほ ど 、
ニューヨークでのダンスレッスンに
足繁く通っていました。

▲同じ寮に住む仲間とは、共有スペース
でよく遊んでいました。

後輩へのアドバイス
私はかつて、留学すると就職活動に集中できなくなるのではないかという懸念から、3年生からの留学をためらっていました。しかし
留学の機会を社会人になってから手にすることは非常に難しいです。もしも留学に少しでも憧れがあるのなら
「あのとき踏みとどまって
しまった」
という悔いが残らないよう、ぜひチャレンジしていただきたいです。同時に、新卒としての就職活動も一生に一度です。留学
との両立は難しく、私のように最終的には遠回りをする可能性もあるかと思いますが、新卒というどんな進路にもチャレンジできる
貴重な機会をフル活用して、
「 自分にはこの道だ」
と腹落ちする結果が出せるまで完全燃焼してください。ちなみに留学と就職活動を
理由に卒業を延長することについては非常に寛容な世の中になっていると感じます。あまり気にし過ぎず、自分が絶対に後悔しないと
確信できる選択をするのが得策です。
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第

留学してみよう！と思ったら

就職先

環境を選び、その環境に身を任せる

寮のディナー会▶

P&G Japan

遠藤 渓太
留学期間
派遣先大学

進学先

ESADE ビジネススクール（スペイン）

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を

した

しなかった

卒業を遅らせる理由がなかったため

いつ就職活動を始めましたか
留学中に就職活動をしましたか

留学中に就職活動はしていませんでした。理由は留学での学びを最大化させるためです。帰国後、
ボストンキャリアフォーラム2020（9月頃）の開催に合わせて本格的に就職活動を始めました。

内定はいつ頃もらいましたか

2020年12月

留学がもたらした
就職活動への良い影響を
教えてください

①物に関する価値観の差分に触れたこと
私は西洋の友人とある商品の話をしていました。すると日本人がその商品に求める価値と西洋の
方々が求める価値（購買理由）が全く異なっていることに気がつきました。こういった経験は留学
中にたくさん直面します。文化がその土地の人の思考回路に与える影響、ビジネス風に表現すると
「 文 化 が 消 費 者 行 動に与える影 響 」に興 味を抱くきっかけを与えてくれたの がこの 留 学でした。
実際に今の職場ではこの分野の仕事を追求しています。そのため、留学は自分が将来どういった
ことを追求したいかを明確にさせるきっかけになるかもしれません。
②現在進行形で大企業にて働くゲストスピーカーのお話を聞けたこと
上記の内容に加えて、もう一点自分の就職活動に良い影響を与えた経験がこのゲストスピーカーと
の交流でした。NikeやNestleなどの大企業から商品開発部隊やマーケティング部隊の方々が実際
に直面した挑戦や具体的な業務内容を共有してくれます。この経験は、自分が希望していた抽象的な
業務内容を完全に具体化するきっかけとなりました。〇〇をしたい→〇〇を追求できるのは〇〇部隊
だ→なので〇〇部隊が整っている〇〇企業に入ろうという流れを描けるようになると思います。
①就職活動の情報が制限されること
日本の大学生と物理的に距離が離れるため、就職活動に関する事情
（いつ始めるべきか／どのように
するべきか等）
に全く触れることができませんでした。幸いにも共にESADE ビジネススクールに
留学した日本人の友人が就職活動に対して熟知していたため助かりましたが、そうでもない限り
接点は非常に限られます。解決策としては、常に就職活動に関する情報を自ら更新し続けることで
しょう。一番良い手段はこの事情に詳しい友人とコミュニケーションをとることです。
②インターンシップ経験が制限されること
一般的に大学生がインターンシップを始める時期は３年生かと思われます。私はちょうどその時期
に留学が始まったため、他の大学生と比較してもインターン経験が非常に少なかったです。なぜ
インターンの経験を積むことが良いかと言いますと、インターンでの成果等を就職活動にて共有
することは自分の実力の証明につながるからです。いわゆる
「学生時代に力を入れたこと」等で活用
することができます。インターン経験の制限に対する解決策としましては、❶大学1〜2年生で経験
しておく。❷留学終了後直ちに経験する。ちなみに私は後者の方でした。

留学生活では、日本の日常にはない刺激をたくさん経験することができます。毎日何か新しい発見がある日常ほど魅力的なことは
ありません。もちろん留学自体は挑戦だらけで、中には挫けそうになる方も出てくるかもしれません。しかし、その瞬間自分が最も
成長している時だと感じてほしいです。
自分以外の留学生は本当にいろいろな国から来ており、学びの多い毎日を送っていたことをよく覚えています。一生懸命勉強した
私の壊滅的なスペイン語も、現地の方々は温かく聞いてくれて本当に過ごしやすかったです。
ヨーロッパに留学する最も大きな利点は旅行のしやすさです。物理的・金銭的
な面で容易にさまざまな国へ行き、たくさんの異なる文化に触れられること
は素晴らしい経験でした。苦労したことは、日本で平和ボケしていたことが
原 因でトラブ ルに比 較 的 多く巻き込まれたことです。例えば 携 帯を盗られ
たり、ネックレスを盗られたり、金銭を強要されたりなどなどです。故に決して
平和ボケした状態で国外に行かないことをお勧めします。
留学によって得たものは、間違いなく友人でしょう。私の場合、生徒寮に約1年
間住んでいたため、非常に深い友人関係を構築することができました。1年間
毎日共に過ごした友人なので本当に私にとっては第2の家族です。ぜひ、留学
先での出会いを大切にしてかけがえのない友人を作ってください！
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▲友人とモロッコ旅行

▲友人とモロッコ旅行

大学院進学体験記

研究室の集合写真▶

ジョンズ・ホプキンス大学 化学科博士課程

千葉 竜弥

経済学部 経済（PEARL）学科

（派遣時3年 2021年9月卒業）

2019年8月～2020年3月

留学が就職に不利に働いたと
思った点はありますか。またそれ
をどのように克服しましたか

派遣交換留学生

留学準備

違いを追求せよ

就職活動記

部 留学のてびき
第1章

派遣交換留学生

Ⅰ

留学期間
派遣先大学

理工学部 化学科

（派遣時3年 2020年3月卒業）

2018年8月～2019年5月
ライス大学（米国）

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を

した

しなかった

卒業を遅らせる理由がなかったため

いつ大学院受験に向けて準備
を始めましたか？ 留学中には
どのような準備をしましたか。

学部3年の冬休みから準備を始めました。交換留学中にしたことは、情報収集、出願先の研究室を
絞る、推薦状を書いてもらうための教授との関係づくり、研究経験を得る、GRE Subjectの受験、
GRE Generalの勉強です。

大学院への進学を
決意するにあたって、
留学がもたらした
良い影響を
教えてください。

アメリカの大学院へ進学するという発想自体、交換留学していなければ持っていなかったものです。
現地の大学院生と接するうちに、自然とこちらの大学院を選択肢の一つとして考えるようになって
いきました。進学に当たって、交換留学がもたらしたメリットは主に以下の3つです。
①研究室に所属することで現地の大学院生の様子を知れたこと。情報を得やすい
②授業にはついていけるという感覚を持てたこと
③アメリカの大学院を狙える立場にいると感じられたこと
3つ目は、内面的な変化だけでなく、出願先の教授からの客観的な印象が良くなります。国によって
基準が違うため、アメリカの大学で問題なく成績がとれていて、かつ現地の教授から具体的な内容の
推薦状があると、外国人を採用する際の不安要素が減り選考で有利になると聞きます。

留学が大学院受験に
不利に働いたと
思った点はありますか。
またそれを
どのように
克服しましたか。
どのように
両立をしましたか。

アメリカの大学院を受験するに当たっては、基本的に交換留学は有利に働くと思います。ただし、日本
の研究室決めの時期に日本にいないため（理工学部は学部4年生から研究室配属）、研究室訪問は
渡航前に個人的に済ませておきました。受験には日本の指導教員の協力が不可欠です。希望する
分野に近く、海外大学院進学に協力的で、かつ現地の形式で強い推薦状を書ける教員の研究室に
入ると受験がやりやすくなると思います。日本の指導教員の協力が得られず苦労した話はいくつか
聞くため、教員がその国の大学(院)についてどう思っているか事前に確認や相談ができると確実度
が増すかもしれません。
また、志望理由書（SOP）では研究のエピソードをベースに話を発展させるのが定石ですが、日本の
研究室に配属されるのは帰国してからになるため、日本での研究経験は同級生より2～3ヵ月短く
なりました。ただし、留学先で研究室に所属したためむしろ書けるエピソードは増えました。学部生を
受け入れていない研究室もあるため、留学先で所属したい研究室がある場合は、渡航前からその
教員にコンタクトしておくと良いと思います。

交換留学中に知ったこととしては、理工系は特に、勉強している内容自体は日本とほとんど
変わらないということです。言葉の壁は大きかったですが、逆に言えば勉強/研究に当たって
の障壁は言葉の違いしかありません。そして、交換留学も終わりに近づくと、まだ不自由は
あるものの初日と比べれば見違えるほど体が英語に慣れています。日本で成績がとれていれば
専門分野では十分に戦えるとわかったことが、アメリカの大学院進学を考え始めた第一段階
でした。
授業や生活のスタイルは日本と異なる部分もありますが、約1年の滞在中に自分が適応して
いく過程を実感できました。特に前半はわからないことだらけで精神的な浮き沈みが激しく、
限られた時間を有効に使えているのか悩むことも多かったのですが、後半には自分のスタイル
が確立し、ある程度自由に動き回れるようになっていきました。そこから得たものは、新しい
環境に飛び込んでも一年足らずである程度適応できるという自信と、それを前提に年単位で
気長に構える姿勢です。
進路選択に大きく影響を与えたもう一つの要素は環境です。論文でよく見る有名大学の教授
たちの講演が頻繁に開かれ、
しかも研究室の先輩や専門科目のクラスメイトは当然アメリカ
の大学院生です。これらを通して現地の院生と積極的にかかわるうちに、アメリカの大学院への
進学が自然な選択肢の一つとなっていました。人は周囲の環境から大きく影響を受けていま
すが、その環境は自分で選べるという一つの例だと思います。

▲研究室でのfarewell party

▲キャンパス風景

後輩へのアドバイス

後輩へのアドバイス

違いを追求してください！留学中は毎日必ず日本とは異なる何かに直面します。特に人々の思考回路の差分は最も興味深いです。
ここでその違いを1回立ち止まって深掘りしてみてください。差分の根源を知ることは、留学での学びを確実に最大化させます。

どんなに見苦しくても、帰国すれば現地でのあなたの様子を知っている人は誰もいません。人間関係をリセットできることが確定して
いて、いくらでも恥をかける貴重な機会ですので、やりたいことは失敗を恐れずに挑戦してみてください。
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