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新しい価値に触れる旅を！
　学生時代に一度は海外に飛び出てみよう！
　本学の国際交流センターは、皆さんのそんなチャレンジをサポートしています。
　日本とは異なる気候や文化、そして食べ物。口に合うものも合わないものもあり、中に
はゲテモノと見まごう食材もあります。私は毎年アジアの国へ学生研修を引率しますが、
最初は「ギャー」と言って嫌がっていた昆虫も、勇気ある仲間が食べ始めて「美味しい！」
となると、みんな頬張って「小エビの佃煮ね！」と完食。珍しい果物や野草山菜も香り良
く、その地域ならではの伝統料理や食文化に感嘆します。
　海外での生活体験の最大の特徴は、本で読んだ知識やTVで見た映像とは異なり、ニ
オイもあり音もあり、人々の喧騒や市場の活気など、頭での理解を超えた「体感」が得ら
れることです。感性に直接訴えかけられるのです。食べ物だけではなく、人々の表現や態
度、コミュニケーションからも、日本との違いを感じるはずです。
　そういう場に身を置くことには、ちょっと不安や抵抗を感じる人もいるかもしれません。
あなたが今までに育ってきて身に付けてきた感覚や守ってきた価値観に、いきなり違う文
化が押し付けられるわけですから。しかし、それこそが、自分の価値観を再認識すること
であり、相対化する機会になるのです。
　滞在するうちに人々の価値観や好みも案外良いと思えるようになったら、しめたもので
す。あなたが、一歩、グローバル人間に近づいた証拠です。文化の多様性を認めること
ができる感性を身に付けたわけです。
　本学は、食と健康を専門とする教育機関ですが、いまや日本の食はグローバルな視点
なしには専門を生かせない時代になっています。個人としてのグローバルな視点と共に、
プロとしてのグローバルな視点を養ってほしいと考えています。
　いくつかのプログラムを用意しています。ぜひ参加して、殻を破り大きく成長してください。

国際交流の理念　〜実践栄養学を世界へ〜
　本学ではいつの時代にあっても、日々
の暮らしの中で栄養学と向き合うことで、
科学に裏打ちされ、人々が実践しやすい
食事法の考案、普及に取り組んできまし
た。それが本学の学びのコアにある“実
践栄養学”です。
　世界トップクラスの健康水準を誇る日
本。戦中・戦後の栄養改善の歩みととも
に発展してきた“実践栄養学”を日本か
ら広く世界に示すこと、これまで本学が長
年担ってきた実践栄養学をベースにした
「人材育成」の役割を世界に広げ、世界
の食と健康に向き合う人材を育成していく
ことが、本学の目指していく国際化です。

海外研修や国際交流関係のイベントの一覧です。
自分の関心がある研修やイベントの日程を事前に把握し、積極的に情報収集しましょう。

4 April
•�カーティン大学公衆衛生学部賞�
授与

5 May
• オーストラリア栄養学・�
英語研修募集説明会（短大）
•�第1回カフェ・グローバル

6 June
•国際交流報告会（オンライン）

7 July

•��ソウル国立大学交換留学生募集
開始（春入学）

8 August
•�ソウル国立大学交換留学生学内
応募締切（春入学）

9 September

•�第2回カフェ・グローバル

10 October
•�オーストラリア栄養学・�
英語研修募集説明会（大学）

11 November
•�荒井慶子グローバル人材育成奨
学金募集開始

12 December
•�荒井慶子グローバル人材育成奨
学金学生選考＆決定
•�第3回カフェ・グローバル

1 January
•�ソウル国立大学交換留学生募集
開始（秋入学）
•�荒井慶子グローバル人材育成奨
学金学生選考＆決定

2 February
•�ソウル国立大学交換留学生学内
実施応募締切（秋入学）
•�国際食活動フィールドワーク実習
（栄養学部／食文化）

3 March
•�オーストラリア栄養学・�
英語研修実施

カーティン大学 
Curtin University

ハノイ医科大学 
Hanoi Medical University

2022年度　国際交流カレンダー　Calendar

＊�上記のスケジュールは都合により変更になる場合があります。
＊�本年度の海外研修は新型コロナウイルス感染状況により、中止になる場合があります。
＊�カフェ・グローバルについてはP10をご参照ください。

国際交流センター長
副学長　磯田厚子

クイーンズランド工科大学 
Queensland University of Technology

マヒドン大学 
Mahidol University

ソウル国立大学校生活科学大学 
Seoul National University

国際交流プログラムカレンダー

提携校の紹介
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研修プログラムの紹介

人 38名 期 2023．3/4-3/19 言 英語 募 2022. ��5（短大）10（大学） 費 約45万円 単 2単位 滞 ホームステイ

概 西オーストラリアのパースにあるカーティン大学への２週間の短期留学。英語レッスンと講義や学生交流のほか、病院・老人ホーム・フー
ドバンク・栄養クリニック・州立スポーツ研究所などの視察を通じて様々な施設で活躍する栄養士の職務を学ぶ他、ホームステイを通じて
異文化交流を体験します。

2023 年
3 月 4 日（土） （成田空港発） 空路（直行便）パースへ

（所要約13時間／日本との時差 -1時間）� 泊 機中

研修前半

パース

着後、カーティン大学へ　各ホストファミリーの出迎えで各家庭へ� 泊 ホームステイ

オリエンテーション、キャンパスツアー等� 泊 ホームステイ

研修中盤

英語レッスン
・ショッピングセンター、スーパーマーケット見学� ・講義「豪州における栄養学教育について」
・カーティン大学栄養学専攻の学生との交流� ・フードバンク見学� 泊 ホームステイ

・シティファーム（農場）見学　・キングスパークツアー「アボリジニの文化と食生活について」��
・スワンバレーツアー（カバシャム動物園､ ワイナリー､ チョコレート店見学）�　　　　　　　　　��
・自由行動� 泊 ホームステイ

研修後半 ・老人ホーム見学　・病院の配食システム見学　・ダイエットクリニック
・西オーストラリア州立スポーツ研究所　・ロットネスト島ツアー�� 泊 ホームステイ��

3 月 17 日（金） 研修評価・修了式（フェアウェル・ブランチ）　自由行動� 泊 ホームステイ

3 月 18 日（土） パース ホームステイ先より集合後、空港へ　空路　帰国へ� 泊 機中

3 月 19 日（日） （成田空港着） 着後、解散

スケジュール　＊以下はあくまでも一例です。実際の飛行機、旅程は変更になる場合があります。

オーストラリア栄養学・英語研修

台湾・料理文化研修 （本年度は中止ですが例年以下の概要で実施しています）
人 制限なし 期 3泊4日 言 日本語 募 例年5月 費 約15万円

単 栄養学部、短期大学部は単位になりませんが、専門学校は15時間の履修認定になります。 滞 ホテル

概 台湾の豊かな食文化を学ぶ研修です。3泊4日で台湾各地を訪問し、茶摘みやビーフンづくりの体験や調理体験を行います。体験中心の研
修を通じて、台湾の人々とも触れ合うことができる研修内容となっています。

初日 （羽田空港発） 台北へ
千と千尋の神隠しの舞台である九份を訪問� 泊 ホテル

研修内容 新北
烏来

茶摘み体験や博物館の見学
先住民族の料理、生活習慣体験� 泊 ホテル��

最終日 台北
（羽田空港着）

小籠包とタピオカドリンク調理実習
夜羽田着、解散

スケジュール　＊以下はあくまでも一例です。実際の飛行機、旅程は変更になる場合があります。

私はオーストラリア栄養学・英語研修に参加して、想像
していた以上の多くの貴重な経験をしました。
私は、入学した時からこの研修に参加したいと考えてい

たのですが、校内で行われた説明会に参加して説明を聞く
うちに、申し込みをするかためらってしまいました。なぜ
なら、英語も十分話せないのに、二週間ホームステイをし
ながら現地の学校に通う想像ができず、とても不安になっ
たからです。しかし、こんなチャンスはもうない、と思っ
たので、勇気を出して申し込みました。実際に研修に参加
できることが確定してからは英語研修があり、一緒に参加
する仲間たちと楽しく準備できましたが、いざ出発の日が
近づいてくると、不安と緊張とでよく眠れないほどでした。
現地について二日間くらいは、コミュニケーションが上

手くとれず、二週間も滞在できるか心配になっていました。
ところが、四日くらい経った頃から、ゆっくりですが、ホス
トファミリーといろいろな話ができるようになってすごく
楽しくなり、それからは一瞬で終わってしまったと感じる
くらい、時間が短く感じました。
日常会話では、正しい文章になっていなくても、単語でも

いいので話してみるということが大切だと思いました。そし
て、十分に話せない分、ジェスチャーをし、笑顔でいること
を心がけていました。伝えようとする意志を相手に伝えるこ
とが大切であり、自分の気持ちや意見をはっきりと伝えるこ
との重要性を感じた二週間でした。
ホストファミリーはとてもフレンドリーで、滞在中、

様々な形でもてなしてくれました。放課後や休日は、観光
地やショッピングモールなど、様々なところに連れて行っ

てくれたので、二週間という短い滞在でしたが、充実して
いて、パースをかなり満喫できました。
今回の研修では、様々な施設を訪れ、各仕事場で活躍す

る栄養士からお話を聞くことができました。中でも、フー
ドバンクを訪問したことが強く印象に残っています。フー
ドバンクとは、食料に困っている人たちに食料を支給した
りしている非営利団体です。また、オーストラリアの学校
には給食という制度がないため、フードバンクが食事を提
供したり、食育を行ったりしているそうです。ここでは、食
料の保管庫を見学させていただいたり、食育として行って
いる簡単なゲームをやらせていただいたり、とても興味深
かったです。このような施設があることを知らなかったた
め、勉強になりました。
他にも様々な仕事場で活躍している栄養士のお話が聞け

て、イメージが湧き、自分の将来について考えるためにも
とても良かったです。
今回の研修を通して、自分に少し自信がつき、もっと積極

的にいろいろなことに挑戦していこうと考えるようになり
ました。このような機会を作ってくださった先生方、両親に
はとても感謝しています。このオーストラリア栄養学・英
語研修に参加して、本当に良かったです。

研修名
オーストラリア
栄養学・
英語研修

ヨーロッパ
料理研修・
洋菓子研修

（本年度は見送り）

台湾・料理
文化研修

（本年度は見送り）

国際食活動
フィールドワーク

実習

海外スポーツ
栄養体験実習

（本年度は見送り）

パース短期留学
（本年度は見送り）

渡航先 オーストラリア
（パース）

フランス及び
その周辺国 台湾 ベトナム

（ホーチミン）
オーストラリア
（ブリスベン）

オーストラリア
（パース）

研修先／
留学先 カーティン大学 現地料理専門学校 有機農園 現地企業・

料理学校等
クイーンズランド
工科大学

ノースメトロポリタン
TAFE

研修期間 2週間程度 1週間程度 4日間程度 1週間程度 10日間 1ヵ月

費用の目安 45万円程度 40万円程度 15万円程度 20万円程度 35万円程度 35万円〜40万円程度

語学力 英語が
できれば尚良し 条件なし 英語科目を

履修していること

主な対象
栄養学部及び
短期大学部の
１・２年生

栄養学部
短期大学部
専門学校

栄養学部
短期大学部
専門学校

食文化栄養学科
3年生（授業）

保健栄養学科
栄養科学専攻等
3・4年生（授業）

専門学校
（授業）

主催 国際交流センター 食文化栄養学科 栄養科学専攻 専門学校
＊新型コロナウイルス感染拡大によっては研修が中止になる場合があります。詳しくは国際交流課にお問い合わせください。

研修プログラム一覧

国際交流センター主催の研修プログラムについて

実践栄養学科
卒業

滝澤 あかり

休日にフリーマントルに連れて行っても
らった時の写真

キングスパークを訪れた時の
集合写真

参加学生体験記
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香川調理製菓専門学校の掲示板に「台湾・料理文化研修
募集」のポスターが貼りだされそれを眺めること数日間、日
に日にこの文化研修に参加したいという思いが募り学内で
開催された説明会に出席しました。
「台湾・料理文化研修」の説明会では、香川調理製菓専門
学校の土屋先生より、この研修を企画するにあたっての思
いや中国料理に対する情熱をお話し下さり、食を追求する
実り多い旅であることがわかり、迷うことなく参加を決め
出発する日を待ちわびました。
いよいよ香川栄養学園台湾・料理文化研修一団は、羽田

空港を飛び立ち3泊4日の研修がスタートしました。到着後
は、すぐに茶芸会館にて台湾茶の体験、翌日からは、茶摘み
体験、農業体験、先住民の食文化体験、タピオカ、小籠包の
調理実習、食べ歩きは、台湾式精進料理、小籠包有名店鼎泰
豊、現代の台湾式朝食等どれをとっても食に特化した企画

ばかり。滞在中は、日本と台湾の食文化の違いや似ている
ところを見つけては、大発見を成し遂げたかのような気持
ちになり心を弾ませながら研修期間を過ごしていました。
その他、研修中に強く感じたことは、「百聞は一見にしか

ず」であるということです。まさにこの言葉通り、台湾の大
地を踏みしめ台湾の人と触れ合うことでしか吸収できない
貴重な体験が礎となり「台湾の事がもっと知りたい。」とい
う気持ちが芽生え、食を通して世界を見ることができまし
た。
正に「台湾・料理文化研修」は、食の道を究めたいと思う

同じ志を持つ香川栄養学園の学生だからこそ実現できる内
容だったと改めて感じているところです。
最後にこの研修を企画して下さった、香川栄養学園国際

交流センターの職員の方々、香川調理製菓専門学校の土屋
先生に感謝申し上げます。

留学制度

留学したいという動機は様々ですが、留学への想いを現実のものにしていくためにまず必要なのは自己計画を立てることと、実
現の可能性を測ることです。特に、本学のように管理栄養士、栄養士などの資格取得を限られた在学期間で目指す学生にとって
は留学そのものが現実的であるのか、留学後の計画を事前に考えておく事も必要です。

留学には大きく分けて協定留学と認定留学があります。協定留学は本学と大学間協定を結んでいる海外の大学に長期の交換留
学、または短期の海外研修に行く制度であり、認定留学は学生個人が留学先の大学を選定し、出願して入学許可を取得した上で
本学に海外語学研修届を提出し、留学する制度になります。

留学

留学のための
休学手続きをする

在籍したまま
留学する

国際交流課へ相談指導教員及び
教務課へ相談

学習計画・資金計画
語学レベルの確認留学したい

＊自己計画を立ててみる
＊目的の明確化

＊使える奨学金スキーム、語学試験等の相談
＊短期、長期などのオプションの相談

対 大学院生、栄養学部生＊1 期 半年〜1年間 費 学費免除（詳細はプログラムの魅力を参照）

語 TOEFL�iBT�88以上、IELTS6.0以上、又はTOPIK（韓国語能力試験）5以上が目安＊2

認定留学とは本学に在籍しながら海外に留学することです。留
学先は本学の協定校、食文化中期海外語学研修として合意を結ん
でいるアイルランドのダブリンシティ大学、もしくは学生個人が
選択した大学及び大学付属の語学学校となります。単位認定を
受けるためには学科に申請する必要があります。詳しくは食文
化栄養学科にお問い合わせください。

対 食文化栄養学科に在籍する3年生 期 3年生前期

費 本学の学費と留学先の学費の双方の負担が必要

食を通して魅せられた台湾研修

タピオカの写真

＊�学園の奨学金の申込が可能です。�
詳しくはP10をご参照下さい

＊1：但し、少なくとも半年間は女子栄養大学に修学していることが前提となります。　＊2：�語学レベルの他にGPAの規程もあります。詳しくは国際交流課にお問い合わせください。

学科主催の研修（授業）プログラム

対 保健栄養学科栄養科学専攻 費 約35万円

期 10日間程度

概 英語力を向上させつつ、世界最先端のスポーツ栄養を体験す
るために、スポーツ先進国であるオーストラリアに学びます。

申 春に履修ガイダンス有り単 2単位

海外スポーツ栄養体験実習
対 食文化栄養学科 費 約20万円

期 1週間程度　

概 ベトナムの優れた食文化や生活をフィールドワークを通じて
体験します。

申 春に履修ガイダンス有り単 2単位

国際食活動フィールドワーク実習

協定留学

認定留学
（食文化栄養学科中期海外語学研修）

留学ロードマップ

女子栄養大学×留学

ソウル国立大学校生活科学大学（食物・栄養学科）への交換留学プログラム

ソウル国立大学校生活科学大学とは？

韓国の最高学府、ソウル大学の中にある学部の１つです。留学先はソウル
大学の生活科学大学になります。生活科学大学の中に食物・栄養学科が
あり、そちらの交換留学プログラムコースに入ることになります。（大学院
は自然科学専攻の中に食物・栄養プログラムがあり、そちらに入学します）

プログラムの魅力

プログラムの一番の魅力はソウル大学での学費が免除されることで
す。大学には安価な寮もありますので、寮と生活費のみで修学が可
能です。また、食物・栄養学科は英語で学ぶコース（English-taught�
Courses）もありますので、特に英語が得意な学生や留学生には魅力
的なコースとなっています。ソウル大学で受講した講義は単位互換で
女子栄養大学の単位に変換することが可能です。

春入学 秋入学
7月上旬：学内募集開始 1月上旬：学内募集開始
8月上旬：�学内応募締切・�

選考
2月上旬：�学内応募締切・�

選考
9月上旬：�申請書のソウル大学�

への送付
3月上旬：�申請書のソウル大学�

への送付
10月：ソウル大学にて選考 4月：ソウル大学にて選考
11月末：�結果発表�

入学許可手続き実施
5月：結果発表
5月末：入学許可手続き実施

スケジュール

留学が目的達成のための

最善の手段ではない可能性も

＊留学形態の決定（休学留学／認定留学）
＊留学時期、留学内容、単位認定等
＊留学しても資格取得に問題ないか

専門学校　
調理師科　
卒業

江副 貴子

参加学生体験記
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自分の出身国・
都市の簡単な紹介をして下さい
私は赤道のすぐ北に位置している国、マレーシアの出身

です。マレーシアは西マレーシア（マレーシア半島）と東マ
レーシア（ボルネオ島）に分かれています。マレーシアはマ
レー人、中国人、インド系、現地住民、ヨーロッパ系の人々
が混ざり合った異なる文化と宗教のメルティングポット（人
種のるつぼ）です。このような幅広い異なる文化のため、も
しあなたが異文化の遺産や様々な現地の食事を味わいたい
のであれば、マレーシアは天国のような国でしょう。私の地
元のクランは首都クアラルンプールから1時間ほどの距離に
あります。クランはマレーシアの中で一番ではありません
が、美しくてとても魅力のある街です。クラン人は街の名物
バクテー（豚の骨付き肉のスープ）をとても誇りに思ってい
ます。クランにお越しの際にはぜひ食べるといいです。

コロナ禍での渡航・留学の経験を教えてください
日本に来るまでの旅はまるでジェットコースターに乗っ

たようでした。先が見えない新型コロナウイルスの感染拡
大のため、留学時期を遅らせなければならなくなったから
です。渡航するためのたくさんの必要書類の作成と長時間
の待機の結果、ようやく日本行きのフライトチケットを手
にすることができました。
外国人にとって日本に入国するための義務は飛行機に搭

乗する前の72時間以内にPCR検査を受け、陰性証明を手に
入れることでした。このため、飛行機に搭乗するまでの時間、
非常に慌ただしくなってしまいました。日本に無事到着し
てからも、隔離先のホテルに移動する前に、再度PCR検査を
受けなければなりませんでした。
日本到着後の2週間の隔離場所は成田のホテル日航で、

そこでは毎日、日本の厚生労働省に体温を報告しなければ
なりません。実際のところ、「隔離生活」は自分が当初考え
ていたよりも悪いものではありませんでした。毎日ホテル
の部屋のドアのところに、お弁当が届くのです！私の部屋
にお弁当を届けるホテルの方とかわすわずかな会話が毎日
の中で最も楽しみなことになりました。運ばれてくるお弁
当は見た目がとても可愛くて、食べるのがもったいないく
らいでした。日本のお弁当はとても美味しくて、大好きで
す。でも本音を言うと、2週
間毎日お弁当生活をした後し
ばらくはまたお弁当を食べた
い！という気持ちにはなりま
せんでした。

自分の出身国・
都市の簡単な紹介をして下さい
村上春樹の言葉に「思い出は自分を内側から温めてくれ

る」というのがあります。この言葉は私の心にとてもしっく
り来ると同時に、日本と呼ばれる美しい国にいた時の古く、
とても愛しい思い出を呼び起こしてくれるものでした。
私は‘素晴らしいインドネシア’として知られる国家イン

ドネシアの出身です。インドネシアは17,000の島と2億4
千万人の人口がいます。多くの人はインドネシアは異なる
文化と様々なタイムゾーンのある広大な国だと言います。
異なる出身国や宗教、そして民族の人と生活することは素
晴らしい様々な食べ物や味、ユニークな文化をもたらし、
1,000以上もある民族語まで生みました。
インドネシアの中で訪れた方が良い場所の一つに私の生ま
れ故郷のジョグジャカルタがあります。歴史的な都市として知
られるジョグジャカルタには、古くからの伝統的な場所やファッ
ションがたくさんあります。ジャラン�マリオボロやパサールベー
リングハルジョを散策してみると装飾された伝統的なインドネシ
アのアートやバティックと呼ばれる綿の染布やその他にも伝統
工芸品が見られるでしょう。一押しの食べ物？ジョグジャカル
タはグデグと呼ばれる特別な食べ物があります。グデグは絶
対に逃してはならない象徴的な味です。グデグはジョグジャカ
ルタの本場の味を提供してくれるでしょう。もしジョグジャカ
ルタを訪れる際には、ぜひ私に連絡してください。

日本を留学先に選んだきっかけは？
日本は私があこがれている国でした。初めて日本を訪れ

たのは2016年の交換留学の時でした。日本は私が高校生
の頃から行ってみたい夢の地でした。日本へ出発する1年前
に（その時には私は自分がいつか日本に行くなんて想像もし
ていなかったわけですが）自分のインスタグラムに桜の写真
をアップし、「いつかこの国に行けますように」というメッ
セージを添えました。明らかに、神様が私の願いをかなえて
くれたようでそのちょうど1年後に私は日本に行くことがで
きました。それはとても美しい旅でした。私は山形に10か
月間滞在し、四季を体験しました。冬
は私の一番お気に入りの季節で特に
山形では冬にたくさんの雪が降りま
す。雪に初めて触れた時、そして自分
の手で初めて雪だるまを作った感覚
は自分の心に残る特別な思い出とな
りました。冬が終わった後は、美しく
そして輝かしい桜が私を出迎えてく

なぜ日本を留学先に選んだのですか？
私は日本語と日本文化に興味をもっています。マレーシ

アにいる時はいつも、「どこか海外で、特に、自分の言葉が
通じない場所で大学院に行きたい」と思っていました。自
分は恥ずかしがりやなので、留学することで自分自身が今
いる楽な空間から飛び出し、自分自身の殻を破り、積極的
で自律した人間になることができると信じていました。実
は学部生時代に一度日本を訪れる機会があり、その経験が
日本で大学院に行きたいという想いをより強くしました。
数年前に日本に来た際、日本の地域社会に恋をしてしまっ
たのです。日本人の他人への丁寧な態度や思いやりは世界
のどこにもない魅力だと思います。

なぜ、女子栄養大学を選んだのですか？
私は留学するのであれば、あまり留学生のいない大学に

行きたいと考えていました。日本に留学すると決めてから
は、マレーシアでもできるだけ日本人と関わり、日本人か
ら色々と学ぶようにしていました。女子栄養大学は栄養・
健康専門の総合大学で自分の学修意欲を必ず満たしてくれ
る場所だと思いました。女子栄養大学を留学先に選んだ時、
大学の担当者がとてもフレンドリーで、かつ自分の要望に
も根気よく、すぐに対応してくれたので、「自分はこの大学
に歓迎されているのだ」と感じることができました。全体
として女子栄養大学は私を温かく迎えてくれるという印象
を受けました。そして、今現在ここで学んでいることに後
悔はありません。女子栄養大学で実りある年を過ごせるこ
とを楽しみにしています。

将来の夢について教えてください
留学後は保健産業で健康な食事や栄養の重要性を地域の

人に広めていくようなキャリア形成をしていきたいと思っ
ています。特に、高齢者のいる地域で食事や栄養の知識を
駆使し、彼らの健康を増進させるようなことに貢献してい
きたいと思っています。日本で働く機会があれば日本の企
業で働いてみたいです。

今後留学を考える後輩に何かメッセージがあれば
お願いします
私の唯一のアドバイスは、「もし千載一遇のチャンスが

あるのなら、掴み取れ！」です。異文化に心を開き、異文化
から学び、そしてそれを許容し、自分の中の国際感覚を育
て、磨いてほしいと思います。
「世界は限りなく大きく、そ
こに広がる空のように限りな
い」その無限なものに向かっ
て広くチャレンジしてもらい
たいです。

れました。全ての公園は桜の花で埋め尽くされ、お花見は自
分の特別な人と桜を楽しむ良いアイデアだと思いました。
思い出が永遠に残るように、私は桜の木の下で浴衣を着て

写真を撮りました。浴衣と桜は何と素晴らしいコンビネーショ
ンなのでしょう！山形にいる10か月間、研究とその研究を終
わらせることが自分の目的の一つでした。他国（日本、アフリ
カ）から来た他の学生と交流し共に過ごしたことにより彼ら
の文化をより理解するようになり、そしてそれらの経験は自
分自身の許容力を高めたと感じます。この日本への旅により
いつかこの国にまた戻ってきたいと思うようになりました。

女子栄養大学を留学先に選んでどうでしたか？
そして3年後、新たな旅が始まりました。私は女子栄養大

学大学院に進学することにしたのです。女子栄養大学は食
品開発と食品機能学に関して学ぶことができる研究室があ
りその分野は私の学部でのお気に入りの分野でした。更に、
私は女子栄養大学大学院の研究生として入学することがで
きたのです。女子栄養大学の親切で、そして温かい人に囲
まれ、とても嬉しいです。私の指導教員である西塔先生は
笑顔と温かい心に溢れた人です。私は女子栄養大学に入学
することができ、とても幸運だと思っています。実際にはま
だ（新型コロナウイルスの影響により）日本に渡航することが
できてはいませんが、女子栄養大学の人たちは既に自分の
心の琴線に触れる自分の家族のような存在になっています。

コロナ禍での渡航・留学の経験を教えてください
新型コロナウイルスは世界に驚きをもたらしました。2021

年は世界、とりわけ日本にとって辛い年となりました。日本は
2020年12月から入国制限を始めました。2021年4月に私は
女子栄養大学で学ぶ予定でした。不幸にも、日本はまだ外国
人の国内への入国を制限しており、授業はオンラインで実施
されています。オンライン授業は友達と実際に交流を持つ機
会を奪っています。女子栄養大学入学の初年度は私は日本語
のレッスンを日本語学校で受ける予定でした。新しい言葉を
学ぶ最も効果的な方法はネイティブスピーカーと頻繁に会話
を持つことです。しかしながら、それは私が日本にいない限
りとても難しい状況です。更に、時差もまた難しい要素の一
つです。本当にこの状況が早く改善されることを祈ります。

将来の夢について教えてください
私は人の健康に影響をもたらす魚や他の食品の商品開発に

関する研究に貢献していきたいと思っています。もし機会が
あるのであれば、日本の企業でも働いてみたいと思います。

今後留学を考える後輩に何かメッセージがあれば
お願いします
「とにかく始めてみること」はとても大事な事だと思いま
す。始めてみなければ、自分がそれを成し遂げることがで
きると信じることはできないでしょう。

疫学・生物
統計学研究室
修士課程2年

テ ワン リンさん

食品生産科学
研究室
修士課程1年

エドウィナ
サフィトリさん

外国人留学生の声
外国人留学生の声

出身国：マレーシア
都市：クラン市

出身国：インドネシア
都市：ジョグジャカルタ市
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海外留学のための奨学金制度 留学（研修プログラムを含む）における安全管理

奨学金名 申請レベル／対象国 給付内容

ロータリー財団グローバル補助金 大学院（修士／博士） ＄15,800〜＄30,000

日本学生支援機構海外留学支援制度 大学／大学院（修士） 授業料250万円及び生活費

松下幸之助記念財団 大学／大学院（修士） 月額14万円

一般財団法人重田教育財団 大学／大学院（修士） 月額20万円

エンデバー奨学金 大学院（修士／博士） A＄18,500〜A＄131,000

埼玉県世界行き奨学金 大学／大学院（修士） 100万円

国際交流基金アジアセンター タイ、ミャンマー、インドネシア、ラオス等 渡航費、生活費、航空券を支援

埼玉県姉妹友好州省奨学生派遣事業 米国、中国、オーストラリア等 授業料免除（場合により住居費免除）

留学ジャーナル アメリカ（カルフォルニア大学ロサンゼルス校） 授業料、滞在費、航空賃全学支援
＊＄は米ドル、A$はオーストラリアドル。

給付型奨学金の一例

国際交流センターでは、オンラインで留学生と気軽にお話するカフェ・グローバ
ルを定期的に開催しています。英語でおしゃべりしたい方、海外のことが知りた
い方はぜひ気軽にご参加ください。以下のQRコードより参加登録をすることが
できます。英語が話せない学生も大歓迎なのでぜひ登録ください！

カフェ・グローバル（留学生おしゃべり会）

留学するためには資金的な準備も必要になります。国際交流課では留学のための給付型の奨学金情報の提供も行って
います。応募可能な奨学金は６号館１階国際交流課前の掲示板及び４号館３階の掲示板に張り出されます。

・留学プログラム（研修プログラム）に参加する学生は全て誓約書の提出が必要です。

・渡航先において学生が病気や怪我を負い意思決定できない場合、引率教職員に治療行為の意思決定を委任するための
委任状の提出が必要です。

・研修プログラムにおいては事前、事後研修を実施しており、参加する学生は8割以上の出席が義務付けられています。
事前研修に参加しない学生は渡航をお断りすることもありますので、注意が必要です。

・事前研修の中で危機管理研修を行います。文部科学省が各大学に出している渡航先での注意事項など重要な連絡事項
を含みますので、必ず受けるようにして下さい。

・研修プログラムに参加する学生は必ず本学指定の海外旅行保険に加入する必要があります。

・留学プログラムに参加する学生は全て旅レジへの登録が必要です。短期研修プログラム参加の学生は国際交流課でま
とめて登録を行いますが、認定留学、交換留学をする学生は個人での登録となっていますので、必ず渡航前に登録す
るようお願いします。不明点は国際交流課にお問合せ下さい。

・自然災害、テロ、感染症の蔓延等、不可抗力により研修が中止になることがありますので予めご了承頂き、中止の際に
は学園の指示に従って頂くようお願いします。

・新型コロナウイルスに関連するオンライン保護者説明会がある場合には必ず保護者が説明会に参加すること。

上記のとおり、本学が実施する留学制度では参加学生の主体的な行動を促し、責任を明確にすることを目的として、参
加学生に対し「誓約書」の提出を義務付けています。「誓約書」は保護者（保証人）の直筆のサインと捺印が必要になりま
す。本学が実施する留学プログラムに参加する際は例えその費用を自分自身の預貯金等で賄う予定であったとしても保
護者の同意を得ない参加は認められません。応募に先立ち、自分が参加する留学制度を自分自身で保護者に説明し、参
加の同意を必ず得て下さい。

海外では日本で実施されている予防接種や感染症対策だけでは不十分とする国・地域があります。自分で渡航する国に
必要とされる予防接種を調べ、必要な場合には必ず受けてから渡航するようにして下さい。分からない事があれば大学
の保健センターにご相談下さい。

女子栄養大学保健センター
坂戸キャンパス12号館3F 049-282-3247
駒込キャンパス 2号館2F 03-3576-3221

注意事項

予防接種

誓約書について
対象 大学院生、大学生、短期大学部生、専門学校生

種別 給付 金額 年間200万円を上限（対象者総額）

人数 5名以内 申込時期 11月
＊上記の内容はガイドラインの改定により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

本学の卒業生であり教壇にもお立ちくださった荒井慶子先生からのご寄付で設立された給付奨学金制度です。将来グローバル
に活躍することを目標に海外留学を希望する学生・生徒の中から選考の上、学業優秀者に給付します。詳しくは毎年9月に国際
交流課前にポスターを張り出すので、そちらをご確認下さい。

本学が実施する留学プログラム（研修プログラムを含む）に参加する場合、「学生・生徒本人の自発的選択と責任に
おいて行われるべきものである」という趣旨を了解してもらう必要があります。参加学生・生徒は主体的に自己管理
を行うとともに、渡航準備から帰国までを含む留学中の一切の行動を、参加学生・生徒自身の責任においてすすめる
ことが求められます。以下の注意事項をよく読み、事前に十分理解した上、必要な手続きを進めて下さい。

荒井慶子グローバル人材育成奨学金

留学生の心得・誓約書
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国際交流課 International Office

Q 留学や海外研修に参加した場合、
単位認定されますか？

認定留学や短期の研修プログラムでは留学や研修修了後
2単位の単位認定を受けることが可能なものもあります。

単位認定されるには事前研修の参加やレポートの提出など様々
な条件があり、それを全て満たすことが必要です。自分が参加
するプログラムの単位認定にどのような条件があるのか、事前
に教務課に確認をするようにして下さい。

A

Q 語学力はどう伸ばせば良いですか？

語学力を伸ばす前に、自分の現在の語学レベルを知るこ
とが必要です。語学力にあまり自信のない人は英検や

TOEICで自分の現在の語学レベルをチェックしてみましょう。
その上で自分の苦手部分（語彙力、読解力、リスニング力、文法、
作文力）を特定し、ワンランク上を目指すように勉強していくと
良いでしょう。

A

Q 留学や海外研修には
どのくらい費用がかかりますか？

海外研修のおおよその料金はP4に掲載しています。為
替レートや参加人数によっても費用は異なってきますの

で、毎年開催される募集説明会に参加して料金を確認するよう
にして下さい。留学は私費留学であれば1年間で100万〜150
万円以上かかる場合もあります（留学する国により大きく異なり
ます）。国や自治体、民間の留学を支援する様々な奨学金制度が
ありますので、有効に活用するようにしましょう。

A

Q 韓国語がしゃべれませんが、
交換留学制度に応募できますか？

協定校であるソウル国立大学校生活科大学の交換留学制
度では、留学生用のプログラムで全ての授業を英語で行

い単位を取得することが可能になっています。ただし、英語の
場合はTOEFL�iBT８８以上、IELTS６.0以上の語学力が必要に
なります。韓国語で学習する場合もTOPIKレベル５以上が必要
になりますので、希望する学生は事前に必ず語学試験を受ける
よう、お願いします。（詳しくはP7をご確認下さい）

A

内容 検定料

英語検定 筆記、面接により構成。級によっても異なるが、筆記は語彙力、読解、リスニング、
作文力を問われる。

5,000円〜9,500円程度
（級により異なる）

TOEIC 読む、聞くが中心のテストと話す、書くが中心のテストの２つに分かれる。 6,940円

TOEFL iBT 読む、聞く、話す、書くを総合的に判定、全体で4.5 時間の試験内容。インターネッ
ト版の試験も有り。 $235

IELTS 聞く、読む、書く、話すの４つのテストで構成されており、試験時間は2時間 45分。 25,380円
＊＄は米ドル。検定料は変更になる場合があります。

坂戸キャンパス
住所：〒350-0288�埼玉県坂戸市千代田3-9-21�
電話番号：049-284-6245
場所：6号館 1階
メールアドレス：knuintlo@eiyo.ac.jp

駒込キャンパス
住所：〒170-8481
東京都豊島区駒込3-24-3�
電話番号：03-3915-3569
場所：3号館 3階

3号館

6号館

Q 留学すると留年してしまいますか？

認定留学や研修プログラムでは本学に在籍したままの渡航
となりますので、卒業時期が延びる事はありません。一方、

休学をして留学する場合は卒業が延期します。留学を考えている
場合は早いうちに教員、教務課に相談するようにして下さい。

A

語学試験　以下が主な英語試験の概要です。試験日程などWebで調べてみましょう。

留学・海外研修相談


