
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校最終日に友達とグラウンドで一枚。留学が始
まった頃には、こんなことをしてくれる友達が出
来るとは思ってもいませんでした。学校で別れる
ときには全員涙を流してくれ、中には空港まで見
送りに来てくれた友達もいました。1年間という短
い期間に、こんな最高で心が通じ合う友達が出来
たことが幸せでした。

帰国のお見送りに来てくれたホストファミリー。初
めて会ったとき、私のホストファミリーは新婚さん
で、なんとホストマザーは真ん中の男の子を妊娠
している状態でした。そんな状況でも私を受け入
れてくれ、1年間面倒を見てくれたファミリーに感
謝の気持ちでいっぱいでした。高校3年の冬にも
う一度訪れたときも、家族の一員のように迎え入
れてくれました。

立命館大学　国際関係学部　
国際関係学科

留学という大きな一歩を踏み出したのは、高校の進路選択のときでした。中高一貫校
に通っていた私にあった選択肢は2つ。そのまま高校3年間を過ごす、もしくは3年間
のうち1年間留学をするというものでした。英語は得意ではないけれど好きだった私

は留学に興味はありました。しかし、1年間も親元を離れ、海外で過ごすということへの不安
や恐怖があり、臆病になっていました。でも、「好きな英語をもっと話せるようになりたい」、「大
人しくて自己主張の出来ない自分を変えたい」と思い、留学を選択しました。
　カナダに留学し、最初は辛いことばかりでした。日本とは違いカナダは多民族国家で、学校
にもたくさんのインターナショナル生がいました。日本人学生は私だけでしたが、私が特別扱
いされることはありませんでした。友達は１人も出来ず、授業も英語力不足で理解できず、自
分から行動しない限り、向こうから声をかけて来てくれることはありませんでした。このままで
はいけないと感じた私は、日々、積極的に自分から先生に質問したり、座る席を変えてクラスメー
トにつたない英語で必死に話しかけました。また、得意なチアを活かして友達を作ろうとチアリー
ディング部に入り、「私は日本からの留学生です！ 1年しかいないから友達になって！」と日本
からのお土産を配り、必死にアピールしました。声をかけるだけで冷たくされるときもありました。
それでもめげずに積極的にアピールし、注目を集め、次第にクラスや部活内では愛されキャラ
になりました。気が付けば、なりたかった自分になっていました。私にとってこの留学は、これ
までもこれからも自分の人生を大きく変えるきっかけとなりました。たくさんの海外経験を通して、
日本では知ることの出来ない異文化、それを基盤とした人達の考え方をさらに深く学びたいと
興味を持ち、国際関係学部に入学し、英語や異文化の学習に加え、新たにスペイン語の学習
も始めました。スペインという新たな世界を見るために、文化背景も絡めながら学習していま
す。また、海外に行った事で、日本人であることに誇りを持ち、同時に責任感も芽生えました。
そのため、日本の伝統文化についても改めて深く学んでいます。また、留学という貴重な体験
をした私だからこそ出来ることとして、現在はSATという留学支援団体で活動をし、留学を控
える高校生のサポートをさせていただいています。SATにて企画運営能力やリーダーシップ力、
社会での礼儀を身に着け、大学で学習したことを交えて活かしながら、将来は日本と世界を繋
げられるような存在になりたいです。

2013年、高校1年生の夏から1年
間、JFIE交換留学プログラムに
てカナダのサスカチュワン州へ留
学。帰国後は、立命館宇治高校
IM(イマージョン)コースに在学。
研修旅行では香港へ渡り、アン
トレプレナーシップや多文化共
生について学ぶ。高校3年生で
は、ISA の「Youth Creativity, 
Innovation & Sustainable 
Leadership Program」や、ラ
オスの高校生と交流を深める海
外プログラムなどにも参加し、異
文化に興味を持つ。また、自己
の海外経験を活かすため、高校
3年生からJFIE学生団体「関西
リターニーの会　SAT」に所属
し、現在も活動を続ける。2017
年度には会長に就任。

釜井 明日香
（かまい あすか）

留
学
が
自
分
の
人
生
を

大
き
く
変
え
る
き
っ
か
け
に



このパンフレットを手にとって私の体験談を読んでくださっている皆さんは、な
ぜ高校留学に興味を持ったのでしょうか？ 日本の教育では培えない英語力を
つける為でしょうか？ それとも異文化を肌で感じる人間的成長を期待するか

らでしょうか？ 私が16歳の時に高校留学という選択をしたのはまさにそれらの理由の為
でした。留学が決定した後に行われるオリエンテーション合宿では自分に似た志を持つ
同志に出会い刺激され、元々の楽観的な性格もあり、出発前には異国の地に対する期
待で胸がいっぱいで、不安などは微塵も感じず、ましてや自分が留学先で失敗や苦労を
するとは思いもしていませんでした。しかしいざ現地に着いてみると自分が描いていた”
理想”とはかけ離れていた現実でした。学校に行けば授業についていけないばかりか友
人すらできず孤独になり、家に帰ればカナダの文化に馴染めずホストファミリーとの間
に壁を作ってしまう。「なぜ自分は受け入れられないんだ。」と悩み葛藤する日々が最初
の1ヶ月程度続きました。
　そんな日々を過ごすある日、授業でたまたま日本のことがトピックに上がり、「日本の
ことについて教えてほしい！」と言われ、チャンスだと思った私は自分が知っているだけ
のことを全部拙いながらもできる限り話しました。するとクラスのみんなが”NICE”など
の言葉をかけてくれ、授業後にも日本のことを聞いてきてくれる人が現れました。私と
いう存在を知ってもらい、受け入れてもらえた瞬間でした。それと同時に私が彼らを、カナダという国を理解し、受け入れようとしていなかったこ
とに気がつきました。孤独になり壁を作ってしまっていたのは、自分が相手を知ろうとしなかったからでした。その後私は”考える”ことが多くなり
ました。自分が受け入れてもらえるためにはどうすればいいか考えるうちにカナダと日本の”違い”を悪いものと見るのではなく、良いものとして受
け入れられるようになりました。するとホストファミリーとの関係も次第に良くなり、学校でもたくさんの友人ができました。
　最後に、私が高校留学を通して一番得たものは物事を違う視点、角度から見られるようになったことです。他人との違いを否定せず受け入れる
大切さを学びました。2020年に開催される東京オリンピックのこともあり、今の日本の社会は国際人を求めています。外国語が流暢になれば、
海外についての知識があれば国際人でしょうか？ 答えは皆さん自身で考えてみてください。高校生という若い時に海外に一人で行き、現地で揉ま
れるからこそ養えるものはたくさんあると思います。私は留学を通して自分の夢に近づけました。今度は皆さんの番です。海外に羽ばたいてみてく
ださい。留学は自分を変える、成長させる良い舞台です。

2013年に、JFIE一年間交換留学
プログラムにてカナダに留学。留
学中に海外の物事に対するリベラ
ルな考え方、異文化の多様性に動
かされ、高校卒業後カナダのアル
バータ州に位置するMacEwan大
学に進学。大学四年生として犯罪
学・哲学を専攻し、現在はロース
クール進学を目標に、論文の作成
とLSAT（大学院入学テスト）の勉
強に奮闘中。

一ツ家 大輔
（かづや だいすけ）
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現在通っているカナダ・アルバータ州にあるMacEwan大
学のキャンパス



石川  健
（イシカワ タケル）

静岡県沼津市にある桐陽高校より１年次に
オーストラリア・アデレードの教育省公立高
校Bankusia International High School
に留学。その後、留学で身につけた英語力
を活かし関西外国語大学へ進学し、現在大
学の交換留学制度を利用して、米国のアラ
バマ大学に1年間留学中。現在コミュニケー
ション・ディスオーダーという専攻を勉強中。
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Soccerの授業のクラスメートたち。Banksia 
Park Int. High Schoolは、サッカー専門の授
業がありました。サッカー好きの私には最高で
した。

高校のサッカーチームの集合写真。世代別の
オーストラリア代表にも選ばれた友達もいまし
た！スポーツという一つのツールで友情を深め
ました。

大学が一つの街となっているTuscaloosa市。
自然に囲まれながら、キャンパスライフを過ご
しています。

アデレードの街にある、ランドルモー
ルの風景。落ち着いた雰囲気の街で
生活がしやすい土地でした。

第一章　オーストラリア留学
　高校一年の冬、一つの目標と共に私は成田空港を経った。
　「兄貴を超える」中学卒業と同時にアメリカへ留学し飛躍的に成長していく兄の姿が羨ましかっ
た。そして、ライバル心も生まれた。それが私が留学を決意した理由だった。この目標を達成す
るため、あることを家族に宣言した。日本語を話さない。これがこの留学のテーマであった。しか
し、このテーマが後に自分を苦しめるとは想像もしていなかった。
　自信と期待、そして希望を胸に、私は真夏のオーストラリアに上陸した。だが、そこに待ち受け
ていたのは、想像もしていない現実であった。私の学校Banksia International High School、
他にも日本人がいた。同志であるはずの彼らが私には壁に見えた。日本人同士で日本語を話す彼
らを、側で見つめる日本語を話さないと決意した私。勝手に疎外感を感じるようになった。しかし、
オーストラリアという土地は、この現実にとって一番最適な環境だったのかもしれない。苦しい数ヶ
月の生活が終わり、初めて現地の学生と共に授業を受けることになった。これまで、常に英語を話
してきた私は、現地の学生とすぐに打ち解けることができた。オーストラリア人にとって留学生とは
どこにでもいるという感覚だと思う。一つの大きな産業となっているからである。そんな土地だか
らこそ、日本とは違い、留学生に対して決して特別扱いなどしない。だからこそ、友人関係を気づ
くのは難しいが、築けた時の信頼関係は一生の宝となった。一人の友達として喧嘩もすることもあっ
たが、それが一つの友情という形でもある。日本の友達とも何の変哲も無い素晴らしい友人関係
を築くことができたのは、間違いなくこうしてオーストラリアという土地に留学をしたからだと思う。
　また、こうして自分の意思を貫くことができたのは、ISAや JFIEのスタッフの方のサポートがあっ
たからだとも感じている。特に留学前のオリエンテーションという場は、本当に私にとって大きな
出来事だった。ここで、初めて留学における目標を掲げることの大切さを知り、それを達成するこ
との意義を知った。もちろん、誰もがどこかで目標の大切さを知る機会があるのかもしれない。
しかし、目標を達成する大切さや目標の設定の仕方など、達成するまでのプロセスまで学ぶこと
ができた。この経験がなくても留学をやり通すことはできたかもしれない。しかし、この経験なし
では、留学をこうして語ることや、成功と呼べる形にできなかった。留学におけるサポートがあっ
たからこそ、成果をえることができ、苦しい時も頑張ることができたと思う。

第二章　関西外国語大学入学、
　　　 そしてアメリカ留学へ
　帰国後間も無く大学受験が控えていた。そして、私は関西外国語大学（以下、関西外大）に入学
した。オーストラリアでの経験をさらに意味のあるものにしたい、そして、このころから芽生えだし
た夢、「社長秘書」になること、それに近づけるようにもう一度留学をしたいと考えるようになって
いた。高校留学という経験があったからこそ、こうして高みを目指したいという心意気が芽生える
ようになった。そして、留学後も ISAや JFIEのスタッフの方々のサポートがあり、通常ではできな
いことを経験することもできた。
関西外大入学後、どうにかして、自分の経験やスタッフの方々のサポートへの感謝の気持ちをどこ
かへ還元することができないのかと考えるようになっていた。その機会を与えてくださったのも ISA
や JFIEの方々だった。関西圏へ進学した私は、留学生支援団体SAT-Study Abroad AssistanT-
へ入会した。この団体は、過去に ISAや JFIEを通じて留学した大学生を中心とし、留学生への支
援を目的としたボランティア団体である。この団体には、私と同じ気持ちで入会した会員も多く、
皆本当に素晴らしい仲間であった。ISAや JFIEを通じて留学したからこそこうして皆が集まってい
る。改めて留学生一人一人に対するサポートが行き届いているのだと感じた。そして、さらに感謝
の気持ちが強くなった。
　関西外大では、Intercultural Communicationの授業に力を入れ、留学で培った異文化理解
能力を向上、そして、私自身の強みであるコミュニケーション力の向上を目指した。海外へ留学を
しただけでは、その土地の本当の文化や考え方を完全に理解することは難しいという事実。真の
理解というものを手に入れるため、アメリカへの留学を決意した。そして、大学三年の秋、アメリ
カ南部のアラバマにあるアラバマ大学への留学が始まった。この土地には、黒人差別が激しかっ
たという歴史的背景がある。そのような土地で、どういったことから黒人差別が起き、どのよう
に解決へ向かったのか、授業だけでなく現地の人 と々関わることによって知識を吸収しようと考え
た。また、違う人種とのコミュニケーションだけでなく、様々な障害を持った方にも焦点をあて、
現在Communication Disordersという授業を履修している。この授業の一環として Traumatic 
Brain Injuryと診断された方にインタビューも行った。

　留学で得た自分の強みを将来最大限に活用するため、こうして現在様々な授業を履修している。
留学という人生の鍵となる経験があったからこそ、こうして将来の夢に向かって、軸がぶれず、意
欲的に様々なことに挑戦することができているのだと思う。そして今、就職活動が始まった。今ま
で、自分の道を自ら切り開いてきたという経験を生かし、自ら私の人生の第三章の幕を開いていく。



京都大学 経済学部

2013年の夏に高校1年生の自分は約1年の準備期間を経て英国へ旅立っ
た。当初は1年の留学の予定であったが、滞在期間での著しい自身の成
長と進路を考慮した上で現地の高校に進学することを決意した。2016
年7月に英国の高校を卒業し、英国を含めた4カ国の大学を受験した後、
京都大学に入学することを決意した。外務官になり日本の経済外交に貢
献するという将来の夢を達成するために国家総合職の取得を大学4年間
の目標と設定している。

永野 良輔

　From U.K　Message

人生の可能性を広げた英国留学



フットボールクラブのチームメイトたち。クラ
スの外では部活動に励んでいて、キャプテンを
務めるなど特技を通じて自分の特長を出せた。
英語でのコミュニケーションに苦労した時期も
あったが、共通の趣味を持つことは何よりも相
互理解への近道であった。

現地で出来た友人は一生の財産であり、ネット
ワークが世界に広がった。

卒業式には日本から仕事の忙しい合間を縫っ
て父親が同席してくれました。3年間の集大成
と言える、厳かな中にも華やかな一日でした。
お世話になった先生方やクラスメイト、そして
親に対して感謝の気持ちで一杯でした。

いつも僕を支えてくれた、一番お世話になった
先生。卒業式の日に教科別の優秀生徒賞で表
彰された際にも、とても喜んでくれました。

英国武者修行

僕の人生の転換期を創り出した場所 – 東海中学・高等学校。医学部生輩出数日本一を
誇るこの学校では生徒の過半数が医学部進学を志望している。特色の強い環境で周

りとは違う『留学』という選択肢を見出した僕は当時の自分には無い何かを求めていたのだ
ろう。そんな自分が渡英し、現地で高校進学を目指すと決意したのは必然だったのかもしれ
ない。3年に及ぶ英国での留学は僕の人生に何をもたらしてくれたのだろう。
 

ヒースロー空港に着陸し、大衆の中で異様な風景に只々圧倒されながら留学生活がス
タートした。慣れない環境の中で文化や価値観の違い、親元を離れての生活による精

神的不安など幾多の苦難を乗り越えながら語学力だけでなく、自立性や国際交流など留学
ならではの経験を重ねていった。自らを苦境に置くことで自分自身と正面から向き合い、様々
な“自分の知らない自分”を発見することができた。英国での1年目では、短期間で多方面に
おいて著しい成長を遂げ、将来について真剣に考える契機や本質的に異なる価値観も享受
された。それらを体感しながらいつしか僕は自分の将来を留学の可能性に賭けてみたいと感
じていた。そして出した答えは英国の高校に進学することだった。当初の予定を返上しての
進路変更はリスクを伴い前者よりも遥かに厳しい道だった。しかしそれを何とか手に入れる
まで必死に闘い続けた自分には今までにない確固たる決意が備わっていたのだろう。

目標が達成された後も挑戦が続く日々であった。留学生として英国の高等教育過程を終
了することは想像を絶する程の壁であった。2年の学校生活では、将来に対して明確

なビジョンを持った上で実行力が計画性と自立（律）性と共に求められる。多忙な生活に負
けず僕は3年間で多岐に渡った活動をしてきた。それは自分の特長を活用、更には発見し引
き出す為に非常に重要なことであり、学校は勉学の場だけで無いことを示している。学業面
では、高校で初めて履修した経済学と経営学において最優秀生徒賞を卒業式に受賞した。
若者の起業精神を植え付ける為の国際規模に広がる模擬経営企画にクラスメイトと参加し、
州の最優秀グループ賞をMGとして受賞した経験や、サッカー部の主将をはじめ3種目で1
軍選手として学校を代表していた。しかし僕にとって最も影響を与えた経験は副寮長として
の活動だ。親元を離れている13‐18歳の青年が共同社会の中で生活する上で、教師と生
徒の間の立場で寮生全員が兄弟としての良好な関係を構築するのを見守り、時に手を差し
伸べる役割を任された。この経験を通して自分自身の精神面や他者との関わり方を重々に
学ぶことができた。これらの経験や能力は大学生活やその先の人生で役に立つと確信して
いる。無論、百人百様である留学では成功を掴む者もいれば、そうでない者もいる。しかし、
留学生活で成功を収めるには自身の不断の努力が不可欠であり、それが成功への第一歩で
あろう。

充実した留学生活を送るには周りのサポートが欠かせないこともここで言及しておきたい。
学業、課外活動、進路、生活面など多方面において密着したサポートを提供し生徒の

可能性を広げてくれる学校やそこで出会った友人達、現地での生活を支えてくれたホストファ
ミリー、日本の家族、そしてなによりこの素晴らしい体験を終始僕の成長を考えながら支え
てくれたJFIE/ISA・CHE（現地受入団体）の方々、沢山の人達が僕の留学に深く関わってく
れていてその事を心から感謝している。“当たり前の反対は感謝です。”という言葉があるよ
うに当たり前と思える日常生活は実は奇跡のような出来事、出会いから生まれている。そし
て留学はそのようなことを認識する良い機会になると思う。身近なことへの感性を磨いてあ
なたを支えてくれている人たちへ感謝すること、またそこから生まれるより深い繋がりや人間
関係を大事にしてほしい。
 

僕は将来、外務官としてアジア地域を中心とした世界経済の持続的発展に貢献し、経
済外交により日本の国際関係を親密・円滑化させることで我が国の合理的な国際的

地位の創建を実現したい。そして最終的には母国である日本がより豊かで幸せな国になるこ
とへ繋がっていくことを望んでいる。そのために大学では経済学と政治について専門性を高め、
将来の仕事に活かしたいと考えている。受験した大学の中で日本を選んだ理由は、国際化
が加速する現代社会において日本人としてのアイデンティティを持ち活躍する為に日本の教
育をもう1度受け直したいと感じたからだ。16歳で海を渡り、未知の世界へ飛び込んだ僕は
3年間の英国武者修行を終え、昨年7月に無事に帰国を迎えることができた。そして原点回
帰をした今、更なる高みを目指して新たな挑戦に取り組んでいきたい。
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