
留学について知ろう！

留学のてびき
第Ⅰ部 国際センターが実施・紹介する留学プログラム 留学体験記

実際のプログラムについて
想像以上の学びと気づきを得たプログラムでした。各⾃の英語のレベルに合わせて展開される語学の授業と専門分野を扱うビジネスの
授業はどちらもディスカッション、プレゼンテーションを通して深く学ぶことができました。また、現地の学生のレベルの⾼さに驚かされ
たり、英国各地を訪れその⽂化や雰囲気を感じ取ることができ、充実した1ヵ⽉を過ごすことができました。

圧倒的成長につながった留学

山本 亜以⼦ 法学部 政治学科

▲最終日のフェアウェルパーティー
（短期海外研修）

参加学年 2年

留学期間 2019年9月～2020年3月

短期海外研修プログラムに参加した理由
応募した理由は2点あります。1点⽬は、⼤学⼊学以来英国への留学を考えていたので、
⻑期留学の前に、英語力を⾼めると同時に実際の授業や⽂化を知りに行くためです。2点⽬
は、元々ビジネスに興味があったので、International Businessのコースを通して英語で
ビジネスを学び、今後の留学や将来につなげたいと思ったためです。

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
短期留学を通して、幅広い視点で現代社会を深く考察し将来につなげるためには世界の多様な⼈種、多様な価値観の中に身を置き、さまざま
な背景を持つ学生と対等に議論し生活することが必要で、私にはその経験が足りないことを痛感しました。また、実際にケンブリッジ⼤学で
1ヵ⽉間ビジネスを学び、より深く英語でビジネスを学びたいと思い、以上2点の理由から交換留学を決意しました。交換留学先のウォー
リック⼤学ウォーリックビジネススクールは、欧州随一のビジネススクールで世界中の優秀な学生が集う場所です。その環境に身を置き、
彼らと一緒に議論し学ぶ中で私⾃身将来グローバルに活躍できる⼈材になる第一歩を踏み、成⻑したいという気持ちで挑戦しました。

実際の留学生活について
すべての授業で講義とセミナーがセットになっており非常に実践的で⽇々成⻑を実感すること
ができました。⼤学⾃体が非常に多様性に富んでおり、さまざまな国籍の友⼈と授業を受けたり
遊んだり意見交換をした経験は有意義でした。また、私は現地でハンドボール部に所属し、ローカル
の学生にアジア⼈一⼈⼊り練習し、スタメンとして⼤会に出て全英3位を取れたことは非常に
嬉しく貴重な経験でした。交換留学を通して、グローバルな環境でビジネスをするという将来の
⽬標の第一歩を踏み出すことができたと同時に、さまざまなバックグラウンドを持つ友⼈に出会い、
さまざまな挑戦の環境に身を置くことができました。⼤学卒業後は総合商社に就職する予定です。
留学で培った多様性の中で挑戦を続ける精神を持って、絶えずグローバルな規模でダイナミック
にビジネスを展開し、世界の⼈々の生活がさらに豊かになることに貢献していきたいです。

▲ ハンドボールで全英3位を達成した
時の一枚（交換留学）

▲ ハンドボール部の仲間とのパーティー
（交換留学）

香港大学（香港）
6月～8月下旬3延世大学（ソウル）

2月下旬～6月

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　法学部 政治学科　日山絢⼦

「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

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、
香港⼤学社会科学部、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。

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！

留学を通して必ず何か新たな気づきや成⻑を得ることができるので迷ったらぜひ行くことをおすすめします。留学中は殻に閉じ
こもらず、いろいろなことに挑戦し、いろいろな⼈と話し、何事もまずはやってみるということを意識すると充実した留学生活に
なると思います。頑張ってください！

慶應・延世・香港　
東アジアリーダーシッププログラム

◦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

◦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
　⾼められる

◦ 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
　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

◦ 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、
　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

• 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
• 東京近郊へのフィールドトリップ

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

• Jeonju（全州）などへのフィールドトリップ

• HKU summer courses より科⽬を
履修

• クロージングセレモニー

慶應義塾大学（三田キャンパス）
9月～2月上旬1 2

留学のてびき
第Ⅰ部

※ 新型コロナウイルス感染
拡大のため早期帰国

ケンブリッジ大学 ケンブリッジ大学
ダウニング・コレッジ夏季講座

ウォーリック大学

（英国）

 （英国）

013 014

短期海外研修

交換留学

後輩へのアドバイス

授業（英語）
学食で夕食

授業の予習・復習、
プレゼンの準備

授業
（国際ビジネス）

学食で昼食

起床・朝食

授業（英語・
ディスカッションや
ワークショップ中心）

授業の予習・復習 or
パーティー

起床・寮で朝食
授業（supply chain
management）
友人とカフェテリアで
昼食

友人とジム

少人数セミナー
（supply chain
management）

夕食
図書館で授業の
予習・復習

ジム＆ハンドボール練習
授業（project
management）
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平日 平日

〈短期研修プログラム〉 〈交換留学〉

ある一日のスケジュール

ここが魅力！

1年間のプログラムの流れ

S t u d e n t V o i c e



留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！留学体験記

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

大学2年夏からの留学だったので、就活・進学等の影響も出にくい
と考えたため。

実際の留学生活について
私が留学で得たものは「挑戦するマインド」と「色眼鏡からの脱却」の2つです。
もともと私は石橋は叩いて壊す、とても腰が重いタイプの⼈間でした。到着してすぐ、慣れない
言語での在留や在学の⼿続き、ぼろぼろの寮、決まらない時間割…なぜこんなところに来て
しまったのだと最初の1週間はホームシックになり、部屋の外に出るのが怖くなった一方で、
留学に来たのだから何かしなくてはというあせりに押しつぶされそうになりました。とにかく
⾃分を励まして週5⽇は何か外に出ると決めたり、ルームメイトと仲良くなってきたりしている
うちに、⼈間というのは適応できてしまうもので、生活サイクルが決まって前向きになることが
できました。次は、⼈間関係を広げることに注力しました。私は幸い音楽というツールがあり、
⼤学のオーケストラ活動に参加し、団員との交流をメインに⼈間関係を広げました。初めは話し
かけられてもうまく聞き取れないことも多く、仲良くしてくれようとしているのに、と落ち込み
ましたが、そんなときも結局⾃分が少し勇気を出せば解決しました。向こうはどんなにゆっくり
しゃべっても、何度聞き直しても待ってくれるので、恥を捨て、なんでもチャレンジだとマインド
チェンジしました。また、ルームメイトは中国語が堪能だったので、わからないことがあれば小さな
ことでも聞き、コミュニケーション能力を上げました。その後は、おじけづかずに積極的にさま
ざまなコミュニティーに参加でき、帰国後も続く⼈間関係を築くことができました。
また、留学の裏テーマとして⾃分に内在する中国への固定概念を⾃分の⽬で直接現地を見ることで払拭したいということを掲げて
いました。杭州は、中国の都市ランク2番⽬の階級の都市で、悠久の歴史の足跡と発展した区画、さらに発展途中の区画が共存する都市
です。全国的にみればかなり発展した都市ではありますが、留学生活の中で発展途上国としての実情を垣間見られ、⽇本より進んだ
技術を有している部分とまだ遅れている部分のコントラストを体感できて楽しかったです。結果的に⽇本にいては見られない側面を
見ることで、中国に対しても⽇本に対しても客観的な視点を得ることができたと思います。
後期はオンラインになってしまい、少し消化不良感も残ってはいます。だからこそ現地で過ごした半年はかけがえのない経験ができたと
思いますし、留学というのはまさしく五感をフル稼働して全身で現地の空気を吸うことだなと実感しています。

実際の留学生活について
NH州は⾃然が非常に美しいところで、ダートマスには秋はハイキング、冬はスキーとアクティビ
ティ好きな学生が集まり、本当に充実した生活でした。アウトドアのみならず、多様な趣味・趣向を
持つ学生が集まる環境で、⾃分にあった楽しみ方を見つけることができるのがダートマスの魅力
です！冬は氷点下20度にもなる厳しい環境ですが、1年過ごした後はきっとその寒さも恋しくなる
はずです(笑)。

勉強面では慶應生との⼤きなギャップを実感しました。ダートマス生は「学問」を学生生活の中⼼
に据え、空き時間があれば学⾷で課題を、週末の夜は全力で楽しむけれど⽇曜の昼には図書館で
一⼼不乱にレポートを仕上げる姿が当たり前でした。そんな「オン・オフ」の切り替えを巧みに使い
分ける優秀な学生と共に過ごせたことは、貴重な経験でしたし、進路選択のうえでも「学問を究める」
ことを⾃然と選択肢の一つと考えるきっかけになりました。全米屈指のタック⼤学院の学部生⽤
授業を受講した際には、世間話のようにオフィスアワーで受けた教授からの進路アドバイスも⼤きな
きっかけの一つです。後輩の皆さんの中には勉強面の不安を持つ⼈がいるかと思いますが、⽇吉
と三田の小さなキャンパスを⾶び出て、恵まれた環境で勉強と遊びの二刀流を体験するのはどう
でしょう？進級や就活の⼼配はあるかもしれませんが、⼤学⼊学が2年も遅れた⾃分にとっても、
留学の決断は⼤正解だったと⼼から感じています。そんな冒険⼼を持った学生をダートマスも
⼼待ちにしているはずです！

最後に、今回コロナ流行の混沌の中、困っている留学生の私に⼿を差し伸べてくれる優しい学生が
多かったのも小規模なダートマスコミュニティの魅力だったと思います。田舎で⼤学しかない町
だからこそ、学生・教授との絆は深まり、サポート体制も万全に整っています。困ったことがあって
も、周りに頼ってみてください。乗り越えた先にはきっと素晴らしい⼈生体験が待っているでしょう！

▲留学生向け中国画体験の様子

▲ 新入生オリエン合宿で5日間一
緒に過ごした仲間と

▲インドネシア⼈のルームメイトと烏
鎮旅行

▲ 留学生の友⼈と初めてのフット
ボールの試合

五感を使って成長する経験

田中 夏生 法学部 政治学科
（2022年3月卒業予定）

悔しさをバネに最高の学生生活を送る方法

伊藤 皇 経済学部
（2022年3月卒業予定）

コロナで帰国直前に
「グリーン」の真ん中で▶

オーケストラ新年演奏会にて▶
ホルンパートのメンバーと　

留学期間
2019年9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

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
⼤学⼊学前から交換留学へ行きたいと思っていましたが、当初は英語圏を検討していました。⼊学後にインテンシブコースで中国語
学習を始め、中国の政治や⽂化への興味を持つようになりました。⽇本からでは見ることのできない中国の姿を直接⽬で見たいと思う
ようになり、2年前期には中国への留学を決意し、交換留学の準備として2年の夏季休暇を利⽤して北京へ語学留学に行きました。
留学先の選定としては、⻑期で滞在するならば⼤都市ではなく落ち着いたところ、かつ⽇本⼈留学生があまり多くないところを考えていました。
その中で「上有天堂、下有苏杭（上に天国あれば、下には蘇州と杭州がある）」と言われるほど、風光明媚の代名詞であり、歴史も⻑い杭州を選び
ました。また浙江⼤学は、⽇本ではあまり知名度は⾼くないですが、中国国内ではレベルの⾼い⼤学として有名であるため、良い刺激を受けられ
ると思い、志望しました。具体的な準備としては、派遣選考前には上記の北京への短期留学のほかに、漢語水平考試（HSK）5級取得や、浙江⼤学
に派遣されていた先輩方から話を聞くなどしました。選考通過後は、ラジオやドラマを視聴し、楽しくリスニング力の強化に努めました。

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
⾼校1年時AFSで米国に1年間交換留学した経験から、米国の⼤学への憧れを持っていました。⼤学受験では航空工学の研究を志し、
国⽴理系への進学を⽬指しましたが叶わず、将来経済学を応⽤して航空産業の発展に寄与するためには、最先端の研究が集まる米国への
留学が不可欠だと考えました。留学を「憧れ」から「必要性」と捉え直したことで、「⼤学2年の今、必要なのは応⽤よりも基礎固めだ」と
考え、リベラルアーツを重んじ、質の⾼い授業を経験できるアイビーリーグの一校、ダートマスを選びました。留学決定後は、⽇吉の授業
に真摯に取り組むことが最⾼の準備と考え、すべての授業に全力で取り組みました。地域⽂化論（アメリカ）や英語セミナーの課題は
留学先でも⼤いに役⽴ちました。

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

もともと留学に専念するため遡及進級は考えていなかった。
コロナの影響もあり、就活を慎重に行うために在学延長を選んだ。

留学を就活や卒業への「障壁」ではなく、ステップアップの「チャンス」と捉えると良いです！興味のある⼤学があれば、留学報告
書を読んだり、先輩に声をかけたりしてみてください。きっとかけがえのないチャンスが待っています！

留学というのはただ外国に行くのではなく、新たな感覚を養うことだと思います。少しでも行ってみたい気持ちがあるならば、
勇気を出して一歩踏み出してみてください。きっとかけがえのない⼈生経験になると思います。

派遣時学年 3年交換留学派遣時学年 2年交換留学

留学期間
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

浙江大学ダートマス大学  （中国） （米国）

015 016

後輩へのアドバイス 後輩へのアドバイス

学食で友人と夕食

図書館で勉強

授業（コンピュータ・
サイエンス）

Club Golfの練習

Ivy Leagueのサッカー
試合を観戦

帰寮・就寝

フランス語ドリル
（TAとの
スピーキング練習）

図書館で勉強

起床・準備

学食で朝食・自習
授業（フランス語）
昼食

友人とDartmouth
Skiwayでスキー

起床・Hopで朝食

帰寮・就寝

53 Commonsで昼食

友人と夕食

友人とフラットで
Pongやパーティー

ジムで
ワークアウト

自由時間（勉強・読書・
映画鑑賞など）

図書館で勉強 12
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平日 休日 先輩と夕食

予習・復習

オーケストラの練習

オーケストラの
先輩に日本語を
教える

帰寮・入浴

リラックスタイム
（動画を見たり、
ルームメイトと
しゃべったり）・就寝

キャンパス間移動

昼食・キャンパス間移動

起床・食堂で朝食

3・4限
（シルクロード文化）

出発

起床・部屋で朝食
中国人の友人・慶應の
派遣生とテーマパーク（宋城）へ

帰寮・入浴

リラックスタイム
・就寝
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オーケストラの
同期と夕食

予習・復習
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ある一日のスケジュール
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留学してみよう！と思ったら

2016～2018年度　派遣交換留学生　卒業後進路一覧

就職先 人数
ＰｗＣコンサルティング合同会社 13
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 8
株式会社⽇⽴製作所 8
三菱商事株式会社 7
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 7
⽇本アイ・ビー・エム株式会社 7
三井物産株式会社 6
住友商事株式会社 6
丸紅株式会社 6
⽇本マイクロソフト株式会社 6
全⽇本空輸株式会社 6
⽇本航空株式会社 6
アクセンチュア株式会社 5
株式会社みずほ銀行 5
株式会社野村総合研究所 5
ソフトバンク株式会社 5
ソニー株式会社 5
ＪＰモルガン証券株式会社 4
⽇本銀行 4
株式会社国際協力銀行 4
株式会社電通 4
ＪＸＴＧエネルギー株式会社 4
グーグル合同会社 3
ゴールドマン・サックス証券株式会社 3
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 3
⽇本ロレアル株式会社 3
外務省 3
株式会社三井住友銀行 3
野村證券株式会社 3
ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 3
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社 3

進路形態 人数
就職 408
⼤学院進学 48
外国の学校または⽇本の専門学校等への進学 23
その他 30
進路届未提出 18

総計 527

就職先 人数
アビームコンサルティング株式会社 3
ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 3
株式会社朝⽇新聞社 3
キヤノン株式会社 3
三井化学株式会社 3
三菱電機株式会社 3
株式会社セールスフォース・ドットコム 3
ＰｗＣあらた有限責任監査法⼈ 3
アステラス製薬株式会社 3
その他の就職先
伊藤忠商事株式会社
トヨタ⾃動車株式会社
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン
アマゾンジャパン合同会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
シティグループ証券株式会社
メリルリンチ⽇本証券株式会社
独⽴行政法⼈国際協力機構
三井不動産株式会社
ユニリーバ・ジャパン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
株式会社資生堂
株式会社博報堂
株式会社⽇本経済新聞社
⽇本テレビ放送網株式会社
⽂部科学省
⽇本郵船株式会社
⽇本オラクル株式会社
楽天株式会社
東京都　等

※進路データは、2016～2018年度派遣交換留学生のうち、
2017年度から2019年度に卒業または修了した者の統計。

※進路データは、各年度4⽉30⽇現在の本⼈からの届け出による。
※就職者には進学就職者を含む。
※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。

派遣交換留学生　就職活動記

挑戦すれば道は拓ける

日比野 亘平 法学部 政治学科
（派遣時2年 2021年3月卒業）

毎週のように行った友⼈との▶
ハイキング　

留学期間 2018年9月〜2019年6月

派遣先大学 ベルン大学（スイス）
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

4年で卒業したかったため

三井物産株式会社就職先

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

2年生の9⽉から留学をしたため、留学中は就職活動をしませんでした。
留学から帰国後に就職活動を始めました。

内定はいつ頃もらいましたか ⼤学4年生6⽉上旬

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

多様なバックグラウンドや考え方を持つ⼈たちと交流する中で視野が広がり、将来⾃分がどんな
ことに挑戦したいか、どんな問題を解決したいか考える良いきっかけになりました。
また、就職活動の面接の際にも、将来やりたいことについて、留学中の学びや気づきをもとに
話すことができ、面接官の方に納得感を与えることができたと思います。

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

留学を終え、6⽉に帰国した頃には既に友⼈は就職活動を始めており（情報収集や夏季インターン
への応募など）、出遅れてしまったように感じました。また、進級のために3年の秋学期もかなり
多くの授業をとる必要があったため、インターンや説明会になかなか参加できませんでした。
そこで、時間を効率的に使うことでこれらの点を克服しました。具体的には、留学経験を生かせる
と思ったことからボストンキャリアフォーラムに参加しました。加えて、時間を見つけてはOB訪問
を行い、情報収集をしました。

https://www.students.keio.ac.jp/com/career/service/date.html

留学に行くこと⾃体が就職活動で評価されるとは思いません。ただ、その⼈が留学中に挑戦したこと、経験したこと、そこからどんな
学びを得たのか、このことが評価されるのだと思います。留学中はさまざまなことに挑戦して、将来の糧にしてください！

後輩へのアドバイス

苦しくも非常に充実した１年間を過ごすことができました。
⽇本にいる時よりも授業数は少なかったものの、毎週の予習や課題の量が圧倒的に多く苦労しました。また、しっかり予習をした
にもかかわらず授業内のディスカッションについていけないこともあり、周りの学生の優秀さと⾃分⾃身のできなさ加減に逃げ出し
たくなるような時もありました。その一方で、留学生活は苦しいだけのものではありませんでした。他の国から来ている留学生や
現地の学生とともに、毎週のようにハイキングに行きました。もちろんくだらない話もしましたが、彼らの社会問題に対する意識の
⾼さや明確な⽬標を持っていることに刺激を受けることがありました。また、現地ではさまざまなことに挑戦しました。地元の草野球
チームに参加してさまざまな年齢の⼈たちと汗を流したり、スイスに暮らしている⽇本⼈の方に対して「地域社会と移民とのかか
わり」をテーマにインタビュー活動を行ったりしました。留学中はそうした⽬の前のことにがむしゃらに取り組んできました。後から
振り返ってみると、それぞれの取り組みによって留学生活が非常に濃いものになりました。また、その中で感じたことが、仕事として
取り組みたいテーマに影響を与えました。
⼤学生活は時間が限られています。その⼤学生活の貴重な１年間を費やして海外に行くのですから、せっかくならいろいろなことに
挑戦してみて、帰国後に「⽇本で学生生活を送るよりも、より充実した１年間を過ごすことができたな」と思えるような留学生活を
送ってほしいと思います。

▲草野球チームのチームメイトと ▲ インタビューさせていただいた日本⼈家庭
の⼈たちとの食事会

▲ベルン大学校舎
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留学してみよう！と思ったら

派遣交換留学生　大学院進学体験記

置かれた場所で咲く大切さ

篠原 叶恵 商学部 商学科
（派遣時3年 2021年3月卒業）

オリエンテーリング。▶
　留学生同士でNICE市内を散策しました。　

留学期間 2018年8月〜2019年7月

派遣先大学 EDHEC Business School（フランス）
オックスフォード大学 クライストチャーチ・コレッジ夏季講座 参加

P&G Japan就職先

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

留学中は、全く就職活動はしていませんでした。留学先での勉強や留学生活に全力投球したかった
からです。帰国後も研究会での論⽂執筆活動に専念していたため、就職活動を本格的に始めたの
は帰国から約半年経った2019年（3年生）の12⽉です。

内定はいつ頃もらいましたか 2020年3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

私にとって、留学がもたらした就職活動への良い影響は2つありました。
①多様な考え方や価値観に出会ったことで、キャリアの選択肢も広がったこと

留学前には漠然と、⼤⼿の企業に就職することが良いこと、のように感じていました。しかし留学中
に、⼤学院に進学して学びを続ける友⼈や起業して⾃分で事業をしている友⼈、スタートアップ企業
で活躍しながら⼤学に通う友⼈など、多様な進路を⽬の当たりにして、他者からの評価を気にする
よりも、より多くの選択肢の中から⾃分の意思で選択する⼤切さを実感することができました。

②マイノリティの環境に身を置いたことで、⾃身の強みや弱みを実感することができたこと
留学中は、⽇本にいる間と違って必然的にマイノリティの環境に身を置くことになります。そのため、
⾃然と、⽇本や⾃分⾃身について客観的に捉える機会が格段に増えました。多様性が当たり前に
ある環境の中で、「私」とは何か、⾃分にはどんなアイデンティティがありどんな⼈間なのか、⾃分に
しかない強みや弱みは何かなど本当にたくさんのことを考えました。こうして⾃己分析を無意識
のうちに繰り返して深掘りしたことが、最終的に就職活動でも⼤いに役⽴ったと感じています。

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

以下2点ありました。
①就職活動を始める時期が遅くなってしまったこと

私は3年生の夏に帰国したため、夏インターンの応募に間に合わず、ほとんど応募することが
できませんでした。帰国してみると、周囲の⼈はインターンの選考をどんどん進めている状況に
焦りを感じたのを覚えています。今ではオンラインで選考を行ってくれる企業も増えてきている
ため、帰国前から積極的に情報収集を始め、エントリーを行うべきだったと感じています。

② 遡及進級をしなかったために、学年を落としたことで同学年に知り合いが少なく、情報収集が
⼤変だったこと
私は遡及進級をしなかったため、留学前の同級生は4年生になって就活を終えていました。その
ため、新しい学年に知り合いも少なく、就活に関する情報収集に⼿間取りました。しっかりとアン
テナを張って、必要な情報を得られるようにした方が良いと思います。

環境を選び、その環境に身を任せる

千葉 竜弥 理工学部 化学科
（派遣時3年 2020年3月卒業）

留学期間 2018年8月〜2019年5月

派遣先大学 ライス大学（米国）

ジョンズ・ホプキンス大学 化学科博士課程進学先

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。

研究室の集合写真▶

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。

後輩へのアドバイス私は留学生活を通して、⾃分は今まで本当に狭い世界しか知らずに生きていたことに気づかされました。社会に出る前に、広い世界に
触れて広い視野を持つことができて本当に良かったと思っています。留学は、行って後悔することは絶対にないと思います。留学をす
るか迷っている⼈も、思い切って⾶び出してみることで、違ったものの見方、考え方がきっとできるようになると思います。
留学を考えている皆さんが、充実した留学生活を送れるよう、⼼よりお祈りしております！

後輩へのアドバイス

留学生活は、想像を超える⼤変さと辛さがあったのと同時に、⾃分⾃身の力で道を切り開い
ていく楽しさ、そして⾃分と向き合う機会がたくさんありました。私が通っていたEDHEC
では、ほとんどの授業が⼗数⼈しかいない少⼈数制授業に加え、常にグループワークとプレ
ゼンテーションが求められていたために、とてもインタラクティブで、言葉の壁を感じている
暇などないくらいにコミュニケーションをとることを多く求められました。そのため、どうやっ
たら⾃分の考えをより論理的に、わかりやすく伝えられるのか、または、常識や価値観も全く
異なる各国からの留学生同⼠で、どうやったら親睦を深めていけるのかについて常に考えて
いたように感じます。特に、必然的にマイノリティとなる環境の中で、⾃分はどんな⼈間で、
どんな価値観を持ってどんなことに楽しさややりがいを感じるのかについてとことん考える
ことができました。この経験が、最終的に⾃己分析へとつながり、就職活動でも活かされた
ように感じています。
⾃分を理解してくれない周囲の⼈や、⾃分がいる環境に対する不平や不満を言うことはとても
簡単ですが、だからこそ、その環境の中で⾃分にできることは何か、どうしたら⾃分をもっと
理解してもらえて、より良い関係を構築することができるのかを考えることが重要です。

「置かれた場所で咲く努力を惜しまないこと」を⼼に刻み、うまくいかないことを周囲の⼈や
環境のせいにするのではなく、そこで⾃分なりに成功するために何ができるのかを考える
ことが何より⼤切であると、骨身にしみて感じることができました。この学びは、就職活動を
始め、社会に出てからも⼤切な⼼構えであると思っています。

▲寮のWelcome Party

▲友⼈とのイタリア・ローマ旅行

派遣交換留学生　就職活動記

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
所属している研究会の留学条件が、研究会
に2年間在籍することだったため

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

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
気⻑に構える姿勢です。
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


