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とちぎグローバル人材育成プログラムについて

大学コンソーシアムとちぎでは、地域支援企業等及び栃木県の支援を受け、「とちぎグローバル人材
育成プログラム」を実施しています。
このプログラムは、大学コンソーシアムとちぎ参加校に在籍する学生を対象に、グローバルな視点で
物事を考え、行動し、課題を解決することが出来る人材の育成を目的として、
「とちぎグローバル人材育
成プログラム共通科目」の開講及び海外留学・海外インターンシップ支援事業で構成されています。
海外留学・海外インターンシップ支援事業には、
「上級コース」及び「基礎コース」があります。
官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN
「上級コース」は、官
日本代表プログラム～地域人材コースとして実施しています。
「基礎コース」は、海外留学・海外インターンシップの費用の一部(渡航費、保険料、査証取得料及び
荷物送付料)を支給するものです。いずれも返済の義務はありません。
７年目を迎えた今年度までに、共通科目受講者数は延べ約 2,300 名、支援を受けた者は上級コースで
18 名、基礎コースでは 180 名にのぼります。なお、令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、上級コース、基礎コースともに募集中止となりました。
令和３年 2 月

地域支援企業等

公益社団法人栃木県経済同友会は、栃木県内の地元企業及び進出企業を 1 つに結集する公益の
経済団体であり、栃木県の経済社会問題や地域振興策に関する調査・研究を進め、その結果を
提言する等の諸事業に取り組み、本県の総合的な発展と産業界の一層の活性化に貢献する事を
目的としています。
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【令和元年度・上級コース】観光・地域づくり分野
さとう

あや か

1．佐藤 綾香
宇都宮大学

地域デザイン科学部 ４年

留学等の機関名（国名）：淡江大学（台湾）
期 間：５ヶ月

インターンシップ先での日本語授業の様子(右)

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は、台湾人のみで構成された会社でインターンをし、自分の中の既成概念の存在に気づかされた。同時
に、それはバックグラウンドが異なる現地での交流や生活によってはじめて気が付くことができるものである
と実感した。日本語の授業を任され困難に直面した際も、台湾人スタッフに相談し、日台の授業方式を組み合
わせて行ったことによって、子供たちにとって満足度の高い授業を行うことができたと思う。今後も、留学中
に生まれた台湾との連携や経験を生かし、既成概念にとらわれない思考を継続していきたい。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
台湾のインターンシップ先では企業の SDGs の活動を利用し、貧困家庭の子どもたちが自分の得意なものを
見つけ生かせるような環境をつくり、将来への希望を明確化させることで、貧困の連鎖を防ごうとしていた。
今後、地域の中で、貧困家庭の子どもの居場所作りに取り組む団体に対するプログラムの提案や、台湾で培っ
た繋がりを生かした日台の子どもたちの交流の場・貧困支援の団体同士の事例交換の場をつくるなどの活動を
行うことにより、子どもの居場所の充実を図ることに貢献していきたい。

【令和元年度・上級コース】観光・地域づくり分野
かのう

な

な

こ

2．加納 南菜子
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：ホイスコーレンウスターソン（デンマーク)
期 間：５ヶ月
学校で折り紙を教えました。
（右から２人目）

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
この留学では、幸福度が世界一位であるデンマーク社会の中で様々な機会、人、考え、空気などに触れまし
た。そのようなゆったりとした時間の中で自分と向き合うことができ、自分も周りの人も幸せにできる生き方
をしたいと考えるようになりました。また、自分の足でフィールドワークを行った経験から、一歩踏み出して、
見知らぬ人々の中に飛び込む力がつきました。この成果を生かし、これからは新たな環境やコミュニティにさ
らに積極的に飛び込んで、自分のフィールドを切り開いていきたいです。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
デンマークで知った「信用」というテーマを生かし、卒業研究では「移民と信用」に関する研究を行い、多
文化共生につながるヒントを見つけたいと考えています。また、留学中、私自身がデンマーク社会における
「マイノリティ」として生活を送ったことにより、移民同士のつながりの心強さや、移民と地域住民の交流の
場の重要さを強く実感しました。そこで今後は、研究からの学びと自身の経験を生かし、県内の文化交流イベ
ントの運営や、外国人支援に継続的に携わり、栃木県の共生社会のさらなる発展に貢献したいです。

4

その体験を同じ大学生に伝えていき、差別のない地域のグローバル化に生かしていきたい。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学

興味深く、その違いを知ることは相手への理解にも繋がると感じたからだ。まずは、自分が見てきた異文化や
文化理解が原因であると考える。なぜなら、言葉・文化などの「違い」や、違いを持つ人達と生活することは
まつむら

み

さ

き

3．松村 美沙季

で、文化・価値観の違いを批判するなどの外国人差別の課題も残っている。留学を通して、差別は不十分な異
栃木県の外国人労働者数は 27,385 人(令和元年)に及び、今後も外国人労働者数の増加が見込まれる。一方

経営学部 ４年

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。

白鷗大学

留学等の機関名（国名）：南台科技大学（台湾）

は成長のもと」を忘れずに、間違えや失敗を怖がらず、その間違えを自分自身の成長に生かしたい。

期 間：７ヶ月

ることの方が大切だと気付いた。何より、話すことが楽しいと感じた。今後は、実体験を通して学んだ「失敗

とを止めた。その時、間違えをしないことよりも、自ら考えて話したり、間違いの理由を考え、改善したりす

友人と台東へ行きました。(最後列右端)
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た。ある時、友人からの「間違えてもいいから話して」という言葉がきっかけで、会話中、電子機器を使うこ

留学当初、中国語を絶対に間違えをしたくないという気持ちが緊張感を生み、言葉に詰まることが多々あっ
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ることの方が大切だと気付いた。何より、話すことが楽しいと感じた。今後は、実体験を通して学んだ「失敗
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は成長のもと」を忘れずに、間違えや失敗を怖がらず、その間違えを自分自身の成長に生かしたい。

留学等の機関名（国名）：南台科技大学（台湾）
白鷗大学

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。

経営学部 ４年

栃木県の外国人労働者数は 27,385 人(令和元年)に及び、今後も外国人労働者数の増加が見込まれる。一方

3．松村 美沙季

で、文化・価値観の違いを批判するなどの外国人差別の課題も残っている。留学を通して、差別は不十分な異
まつむら

み

さ

き

文化理解が原因であると考える。なぜなら、言葉・文化などの「違い」や、違いを持つ人達と生活することは
興味深く、その違いを知ることは相手への理解にも繋がると感じたからだ。まずは、自分が見てきた異文化や

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学

その体験を同じ大学生に伝えていき、差別のない地域のグローバル化に生かしていきたい。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
たかはし

あおい

4．髙橋
宇都宮大学

碧

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：エアランゲン大学（ドイツ）
期 間：６ヶ月
ドイツ人・韓国人・日本人の友人との Food Exchange Party にて 。(左端)

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私はドイツにあるエアランゲン大学にて、約半年間の留学を経験した。短い期間ではあったが、ドイツ人の
友人やそのほかの国々から来た留学生らと良い関係を築き、とても充実した留学生活を送ることができた。留
学で自分の力となったものは、「問題解決能力と、あきらめない精神力」だった。語学はもちろんのこと、その
他身の回りの手続きや友人関係など自分で何とかしなければならならず、言語や日本とは違う文化の壁を感じ
たが、あきらめずに努力し、解決することによって、異国の地で孤独であった自分の自信へとつながった。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
海外での留学を経験し、今までは海外にばかり憧れ、
「日本のここがだめだ、ここが遅れている」というよう
なことばかり考えていたが、離れてみて日本の良さに気づくことができた。清潔で、サービスが行き届いていて、
便利である日本の事がより好きになった。将来、漠然とはしているが、
「人とモノをつなげるサービス」に従事し、
地域と人が活性化するような仕事に就きたいと考えている。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
くりはら

よしかず

５．栗原

義一

宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：セントラル・ランカシャー大学（イギリス）
Turbary Woods Owl and Bird of Prey Sanctuary,
Preston にて。(右)

期 間：７ヶ月

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
当初の留学目的である英語力の向上は、十分とは言えないが果たすことができた。特に、3 月以降のリモー
ト授業においてのグループディスカッション等は、会話力を試すのに役立った。また、アカデミックライティ
ングに要求される事項を身に着けることが出来、これは今後様々な場で生かすことが出来ると考える。社会人
学生としての留学であり、多くの留学生（当然 20 歳代）とチームワークをすることを通じて、各国の行動様式
を知ることができた。これから増えるであろう社会人学生（生涯学習を目指す人）に対して、留学生活の良さ、
楽しさを伝えていきたい。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
地域の人達、特に社会人学生に留学の楽しさ・面白さを伝えていきたい。それにより、生涯学習をあらゆる
機会をとらえて考える手伝いをしたい。社会人留学生が、現役学生より優位な点（様々な経験、多角的なもの
の見方、ずうずうしさ）を考え、多くの人に留学を勧めたいと思っている。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
こまがた

ま

と

み

６．駒形 麻朋実
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：サラワク大学（マレーシア）
期 間：７ヶ月
Oath Taking Ceremony に代表として参加しました。(右から 2 人目)

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は留学を通し、グローバルに活躍するための基礎スキルを身につけたと感じています。留学中は Visa が
取得できないなど多くの困難もありましたが、それにより英語で交渉する力が身に付き、以前と比べて自分の
英語に自信が持てるようになりました。また、現地の文化への適応と自分自身のアイデンティティ保持の大切
さを学びました。私は将来、日本と東南アジアの架け橋になるような仕事がしたいと考えています。留学から
培ったダイバーシティ意識や課題解決力を生かし、日本の魅力を伝えられる存在として活躍したいです。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学での経験を活かし、日本に住む外国人の助けになりたいと考えています。留学したての頃は手続きや買
い物に行くだけでも一苦労で、マレーシアの公用語の一つであるマレー語での会話を好む大学職員の方や店員
さんもいたため、友人の助けがなければ生活できませんでした。また、マイノリティとして心細い思いをし、
日本に住む外国人の方々の気持ちをよく理解できました。この経験から、在日外国人をサポートできるよう、
積極的にボランティア活動などに参加し、生活面での不安材料を取り除くお手伝いをしたいです。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
さとう

みなみ

７．佐藤 美波
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：パラツキー大学（チェコ）
期 間：７ヶ月
●

●

●

●

友人と日本のラメーンを食べに行きました。(左端)
友人と日本のラ
メーンを食べに行きました。（左端）

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
今回の留学は、コロナウィルスの影響で途中帰国という結果になった。留学期間は短縮したが、日本人で固
まらず、積極的に外国人と交流したり、毎週の読み課題に出来るだけ時間を割いたりなど、英語の運用能力の
向上を図った。留学終盤、数時間で状況が変動する中、最善のタイミングで帰国することができたことは、情
報収集とそれに基づく危機管理の結果であると考えている。この経験は今後も生かしていきたい。英語運用能
力向上は、今後予定している西洋美術関係の卒業研究に、また今後語学能力試験を受験し、就職活動の際にも
生かしていきたいと考えている。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学を通して、日本について勉強しているチェコ人から日本の良いところを気づかされる場面が多々あった。
私たちが当たり前だと思っていることが、実は外国と比べるとすごく独特で、面白かったりする。東京から在
来線でも 2 時間弱という栃木県は、新幹線などの高速鉄道のない中欧の人々にとって、かなりアクセスの良い
土地である。ちょっとした気づきを元に旅行者を集客して地域の活性化につなげる策を模索していきたい。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ほそや

みさき

８．細谷 美咲
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：サラワク大学（マレーシア）
期 間：７ヶ月
言語・コミュニケーション学部のオリエンテーションにて。(二列目左端)

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
授業でのグループディスカッションの際に、マレー語でディスカッションが始まってしまうことがあり、最
初のうちは困惑していました。しかし、受け身の姿勢のままではいけないと思い、自分から発言するようにす
ることで、英語で進行してもらえ、同時に積極性が身に付きました。さらに、専攻分野にかかわらず、政治問
題などに関心がある学生が多い印象を受け、私にとって刺激になりました。今後問題に直面したとしてもこの
留学で学んだこと、体験したことを思い出し、行動していきたいと思います。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
サラワク大学には日本人学生が数人しかいなく、クラスに私だけが日本人ということも多かったです。最初
の頃は不安が大きかったのですが、臆せず英語で積極的に話しかけるようにしたところまずは間違ってもいい
から話したい、伝えたいという思いを持つことが大切だと留学を通して気づきました。また、様々な民族が共
生し、考え方、生活様式はとても多様でした。この留学で学んだ、積極的な姿勢で様々な人と共生すること、
柔軟に物事を捉えることの大切さを地域に伝えていきたいと考えています。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ふるや

か

ほ

９．古谷 果穂
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：トライン大学（アメリカ）
期 間：８ヶ月

ホストファミリーと小学校でクリスマスのオーナメン
ト作りのボランティア活動をしました。(右)

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は、アメリカ TRINE 大学へ二学期留学を果たしました。アメリカでの ESL のクラスやサークルで出会った
多国籍の友達との出会い、アメリカ人の女性５人と住んだ学生寮、現地の生活や食を体感したアメリカ人のホ
ストファミリーとの時間など、すべてが初めての経験でした。そこで、言語的・文化的・心理的な違いを感じ
ながら、自分自身の意見をより強く持つようになり、人の話を傾聴することの大切さを覚えました。また、母
国の文化の特異性と自身のルーツの根深さを追求することで周囲に流されない大切さを知りました。今後、他
者理解が必要となる場面で、より良いコミュニケーションを測るのにこれらの経験を活かしたいです。
図る

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
栃木県にはたくさんの外国人労働者や外国人児童生徒、それにカテゴライズされない外国のルーツを持った
人が大勢いることに注目し、そのような人々のコミュニティ作りに尽力したいと思うようになりました。外国
人としての経験から「きくこと」の大切さを学んだので、日本の市民から「外国人」とされる人々特有の願い、
悩み、生きづらさ等を気軽に話せる環境を作り、地域社会がそれをくみ上げることで、マイノリティーの意見
が取り入れられ、ますますグローカルに進んだ地域の活性化ができると考えました。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ないとう

たいが

10．内藤 大賀
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：王立プノンペン大学（カンボジア）
期 間：７ヶ月

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。

東南アジア論の授業でプレゼンテーションを行
い、賞をいただきました。(右端)

カンボジア留学を通して、英語が上達したことや英語は多種多様な人々をつなぐ手段であることを学んだ。
外国人は私たちとは異なる価値観を持っており、お互いの考えを共有するためには英語が必要である。現地の
人々と生活する中で、英語が私たちのコミュニケーションをより豊かにする。この経験から今後の大学生活を
より充実させるとともに、外国人と共生していくことができる。そして、日本人と外国人をつなぐ一人のグロ
ーバル人材として、国際社会の中で活躍していく。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
カンボジアでの留学経験の中で、英語の重要性を理解した。また少子化問題が懸念されている日本において
も、雇用面で外国人の協力が必要不可欠である。したがって、地域活性化を促すために、外国人とともに働け
る社会を築き上げていくことが重要である。私は留学等で培ってきた英語能力や外国人とのコミュニケーショ
ン能力を用いて、双方の壁をなくす役割を担っていきたいと考える。また、彼らが地域社会にともに貢献でき
るように、彼らの潜在的な能力を引き出していきたい。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
やまだ

み

お

11．山田 美桜
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：ハノイ大学（ベトナム）
期 間：７ヶ月
先生の日(11 月 20 日)に花束をもらいました。
（中列左から 5 人目）

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私はハノイ大学でスペイン語を学び、留学前よりもスペイン語を扱う能力が長けたと思っている。しかし、
それ以上にマイノリティとして生活して感じたことを、これからの自分自身に生かしていきたいと考えている。
例えば、留学前は日本へ来ている留学生がどんな点に困難を感じるのか具体的にイメージすることができてい
なかったが、今では教室で何か一言声をかけてもらえるだけでありがたいということを知った。このように日
本で苦労している留学生などに寄り添えるような人物になれるよう経験を生かしていきたい。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
私は今回の留学でベトナムの文化やものの考え方を少し知ることができたと思っており、それを日本で生活
する外国人と日本人との関係がより良いものになるために活用したいと考えている。日本では年々外国人労働
者や留学生の数が増加しており、その中でもベトナム人の数は多い。ベトナム人と関わる機会が多くある中、
彼らに対して理解を示しながら関わっていくことで、より円滑な人間関係を築いていくことが可能になるだろ
う。そして、彼らと日本社会との関係を繋ぐ橋渡しのような活動に関わっていきたいと考えている。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
おかもと

みさき

12．岡本 美咲
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：パラツキー大学（チェコ）
期 間：７ヶ月
日本の漫画文化を紹介する、地元団体共同主催のイベントでの
プレゼン

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
初の海外渡航、海外長期滞在に共同生活、と初めてのことしかない留学でした。何の疑問もなしにずっと自
分を支えていてくれた生活の土台が一気に消えたことで、それがどのようなもので、自分にとってどのような
意味があったのかを考える機会を初めて得ました。留学先で築いた新たな生活の土台についても考えました。
今まで「当たり前だ」と通り過ぎて来たものを拾い上げることができるようになり、思考が開けたと思います。
これからは身の回りのことを見過ごさずに見つめ直すことで新しい考えを導き出したいです。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
海外から日本に帰って来たので、海外事情に対する関心や海外から見た日本という視点を留学前よりも明確
に抱くことができました。ヨーロッパに長期滞在したことでヨーロッパの動向が「他人事」とは捉えられなく
なり、日本を長期不在にしていたことで日本を「他人事」と捉えられるようになったことで、両者の状況や文
化、対応の差というのを理解しやすくなったと思っています。それぞれの文化の在り方を相対化して眺めるこ
とで、守りたいもの、発展させたいものに対する課題を見つけ出して未来に繋げたいと思います。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ながしま

よし え

13．永島 良恵
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：浙江大学（中国）
期 間：５ヶ月
クラスメイトと（後列右から 2 人目）

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は中国留学を通して 2 つ学んだことがある。１つは中国語能力、2 つめは多様性を受け入れる力だ。まず 1
つめの中国語能力に関して、これから関わっていくであろう中国にルーツのある人たちと触れ合う際に活かし
ていきたいと考える。中国留学を通して言語の壁は大きいことを知った。その壁を越えてこれからも成長し続
けたい。２つ目の多様性を受け入れる力に関して、日本にある多様な課題解決に生かしていきたいと考える。
ジェンダーや外国人児童の課題など、中国留学で得た知見を活かして、解決に携わることができたら嬉しい。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
中国と栃木、共通部分がないように見えるが実は多くの共通点があることがわかった。ジェンダーや外国人
児童等の多様性の問題、環境問題、食に関する問題等、両者とも共通する課題を抱えていることに中国留学を
通して気づいた。21 年間私は栃木に住み、千々の良さを享受してきた。したがってこれからは私が栃木にある
課題を解決していけるように中国留学で得た知見を活かして取り組んでいきたい。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ち

ば

たいが

14．千葉 大雅
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：イルクーツク国立大学（ロシア）
期 間：７ヶ月
現地の日本語を学んでいる人たちとの交流会に参加しま
した。
（手前左）

1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
この留学で、考え方の違う人と円滑にコミュニケーションを取る手段を学び、自分とは異なる文化を背景に
持つ人々と関わることが怖くなくなった。これらは今後の心理学の卒業研究や普段の人とのコミュニケーショ
ンで活かせるだろう。また、異文化生活への適応力は、もし海外で働くことになれば活かせる機会があるだろ
う。そしてもちろん、主に学んでいたロシア語を扱えるような職に就きたいとも考えており、今後の自分の人
生において今回の留学はかなり深く影響していくだろう。

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
これからも国際学部には留学生が来ると考えられるし、栃木県内、特に宇都宮には外国人の方がたくさ
ん生活しているため、彼らが困っているようなことがあれば留学で身についた行動する勇気をもって積極的に
動き、関わる機会を増やしていこうと思う。また、外国に住んだ経験があるということでこの地域での生活を
俯瞰してみることが可能だと考えている。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
さい た

15．齊田
宇都宮大学

ひな

雛

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：オルレアン大学（フランス）
期 間：７ヶ月

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。

ベトナム人の友人と、ベトナム旧正月のイベントに参加し
ました。
（手前左）

固定概念を捨て物事を多面的に捉える、私は留学を通してその 2 点を強く考えさせられました。｢フランス｣
という国で生活して一番強く感じたのは、｢イメージした華やかなフランスはない｣ということです。歴史的に
見れば豪華絢爛で世界を魅了する文化が多く存在し、実際に現在も多くの人を魅了していることに間違いはあ
りませんが、それは国を見る上でのほんの一片に過ぎません。人々の思考や国の制度、本の中で学修をしても
実際に目でみて思考を深めなければ分からないこともあります。ステレオタイプを捨てるのは簡単なことでは
ありません。自らがある意味｢先進国｣で身につけたこと、感じた事を今後の研究で生かしていきたいと思います。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
栃木県にフランス人、フランス語話者は少ないです。｢フランス語｣を使い地域貢献はできないかもしれ
ません。ですが、今後は留学をする学生を支援する立場になりたいと思います。自らが留学し、その経験
は今後留学する栃木の学校に通う学生へ少しながらアドバイスや貢献になるのではないかと考えています。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ほりこし

ももな

16．堀越 桃奈
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）
：アメリカン大学ベイルート校（レバノン）

期 間：８ヶ月

アラビア語のクラス。先生、クラスメイトと（前列左端）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
非常に恵まれた環境でアラビア語を勉強することができた。また、滞在中にパレスチナ難民キャンプや移民
外国人労働者地区を訪れたことは、ものの考え方や価値観の変化のきっかけとなった。声なき声に耳を傾ける
ことの大切さ、受け身で得た情報で満足するのではなく、常にアンテナを張り自ら情報を得ることは多くのエ
ネルギーを費やすが、それ以上に重要なことであると学んだ。レバノン留学で学んだこと、感じたことを、今
後のキャリア形成や物事を考える際の軸として生かしたい。そして、もっと自分の興味関心を突き詰め、貪欲
に様々なことを吸収していきたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
レバノンで生活して初めて「外国人」であること、
「マイノリティ」であることを経験した。
「外国人」とし
て生活することは想像以上に困難なものであった。言語や文化に加えて、人々の価値観やレバノンの制度や構
造など、理解し慣れるまでにかなりの時間がかかった。これからの日本には、必ず「外国人」を必要とし、共
に暮らす選択をする時がやってくる。そんな時に、今回の留学で感じたことを生かし、市民目線での、
「外国
人」に寄り添う地域づくりに貢献したい。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
もん

りん ゆ

17．孟 伶諭
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：セントラル・ランカシャー大学
（イギリス）
期 間：７ヶ月
大学で第 1 セメスターのお別れ会をしました。(右から３人目)

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は今回の留学を通し、異なる文化や言語を持っている環境で生活することや勉強をすることの大変さを知
りました。しかしこの経験から、異なる文化を理解すること、積極的に自分の考えを伝えることの大切さを学
びました。また、英語能力、柔軟な考え方や新しい環境に適応する力も成長し、とても有意義な留学になりま
した。本留学から学んだ柔軟な考え方を生かし、また、自分と違う価値観を大切にしながら、卒業論文研究に
取り組み、進路に向け頑張っていきたいと思います。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
栃木県には工業団地やトヨタのような海外輸出の多い製造業がたくさんあります。本留学で伸ばした英語能
力を更に伸ばすためにこれからも英語の勉強を継続し、そして元々話すことができる日本語と中国語を生かし、
３ヵ国語を使用する海外輸出の多い企業に就職をして、地域の製造業のお役に立ちたいと考えています。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
きくち

ま

い

18．菊地 真衣
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：トリア大学（ドイツ）
期 間：６ヶ月
クリスマスのお菓子プレツヒェンを友人宅で手作り
しました。
（前列左から３人目）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
留学生活の中で、英語やドイツ語はもちろん勉強したが、一番学んだのは学ぶ姿勢である。疑問点はその場
で質問する、授業の内容に一つ一つに対して自分の意見を持つ、他の生徒の意見や質問からより深い学びを得
るなど、大切と分かっていてもなんとなく謙遜してしまいがちな姿勢だ。恥ずかしながら、ドイツの環境にき
てやっと、このような姿勢がないとグローバルな舞台では話にならないことを痛感した。この半年間で以前よ
りはこの姿勢が身についてきたので、今後の大学の授業や就職活動の際に生かしていきたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学で得た英語力、ドイツ語力を使って、宇都宮大学に来ている留学生と交流を深め、地域の良さを知って
もらうことが私にできることだと考える。私は留学当初、トリアという町は田舎というイメージしかなかった
が、友人や留学生課にトリアの町の魅力を教えてもらい町が大好きになった。そしてそれを友人や家族に伝え
たり、SNS でシェアしたりしている。このように現在日本に来ている留学生に魅力を伝え、様々な国や地域で
シェアしてもらうことが、地域の知名度を上げ、魅力を発信する良い手段になると思う。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
さわだ

ことの

19．澤田 琴乃
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：カセサート大学（タイ）
期 間：８ヶ月
タイ航空で制服を着て CA 体験をしました。
（右から 4 人目）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は卒業したら観光業に就きたいと考えているので、語学やおもてなしの面でこの留学は非常に役に立つと
思う。留学先では授業は主に英語で受けていたが、タイ語の授業も受講していた。またホスピタリティやマネ
ジメントについて学ぶことで、人と接するときの対応や何が求められているのかを判断し提供することについ
て柔軟に考えられるようになったのではないかと思う。さらに多くの国や文化の人と会ったことで自分の視野
が広がったため、どんな人とも積極的にコミュニケーションが取れるようになりたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
宇都宮は観光地として人気の街で、日本中から多くの人が訪れる。また東京からのアクセスも便利で電車 1
本で東京とつながっている。そこで日本人観光客だけでなく、外国人観光客にも訪れてもらえるように私たち
ができることがあるのではないだろうか。留学で知り合った人達に宇都宮を紹介したり、実際に来てもらって
案内したりすることで、宇都宮に興味を持ってもらうことがきる。またそこから外国人観光客を呼び込むこと
で宇都宮の観光発展にもつながるのではないだろうか。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
やました

なぎさ

20．山下 凪紗
宇都宮大学

国際学部 ４年

留学等の機関名（国名）：オルレアン大学（フランス）
期 間：７ヶ月
日仏交流会にて。日本食、フランスの家庭料理、ゲームを
楽しみました。
（中央の黄色いコート）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は、留学の成果を卒業研究、仕事において生かしていけると考えています。実際に海外で生活するこ
とによって、日本にいたときには気づけなかった日本の良さや課題、またフランスの良さや問題などに気
づくことができました。それにより価値観が広がり、さらに、日本の常識にとらわれず多角的な視点で物
事を捉えることができるようになりました。これらの経験があるからこそできる卒業研究のテーマ設定を
し、直接的に海外に関係のない仕事においても留学で得た知識を生かすことができると考えています。
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
私は、他国の文化や習慣を経験することによって気づいた日本や栃木の魅力を外国人の方々、そして日本人
にも伝えることができると考えています。日本を訪れる観光客や留学生に日本、栃木の良さを伝え、そして、
彼らが自国に帰ってからそれを家族や友人に伝えてくれることにより、より多くの人に日本の良さ、栃木の存
在を知ってもらえると考えます。そしてまた、同時に日本人にも自国、地域の良さを伝え、改めて認識しても
らうことにより、その良さをまた他の外国人、日本人に伝えていくことができると考えます。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
あまの

ほうへい

21．天野 鳳平
宇都宮大学

国際学部

４年

留学等の機関名（国名）：ポンティフィシアカトリック大学(ペルー)
期 間：８ヶ月
黄色い物を身にまとい、新年を迎えるパーティー（右端）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
今回の留学では、多くの人たちに助けられました。特別な体験ではなく、多くの留学生たちが体験した
ことかもしれません。ペルーで生活している人たちは気さくで、誰かが困っていればすぐに助け、親身に
なってくれる人が多い印象でした。留学生活の中で人助けをする人たちのすばらしさを実感し、私も自然
と人助けができるようになりました。家族、友人、地域、仕事など、生活の中で困っている人がいれば快
く助けられる、そんな自分自身を形成していくために、今回の留学で得た感覚を生かしていきたいです。
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学生活を通して、
「外国人」という立場で生活するとはどういうことなのか、ということを少し経験で
きたと思います。見た目が違い、言葉も片言である自分に対して、差別的な行動をしてくる人もいれば、
友好的に接してくれたり、困ったときに助けてくれたりする人たちもいました。価値観の違いや、生活習
慣の違い、文化の違いも感じました。これらの経験は、いわゆる「外国人」という立場で生活している人
たちを理解し、生活しやすいような地域を身近なところから作っていくために役立つと考えています。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
ちょう

22． 長
宇都宮大学

ことり

琴里
国際学部 ３年

留学等の機関名（国名）：ノーザンブリティッシュコロンビア大学
(カナダ)
期 間：７ヶ月
１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。

日本語クラスの TA として、学生に習字を教え
ました。
（前列真ん中）

本留学から得た１番の成果は、語学力と行動力です。これらは、自身のキャリア形成に生かしたいと思いま
す。私は、自分の出身地である栃木を世界と繋いで、地元を活性化させたいという夢があります。本留学は、
その夢へと続くキャリアパスの土台を形成するものになりました。高度な語学力と豊富な知識を身に付けたこ
とで、まちづくりを率先する人材に一歩近づいたと思います。またキャリアだけでなく、身近な生活の中でも
本留学で培った語学力や行動力を生かし、残りの大学生活をよりレベルの高いものにしたいです。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
本留学での学びを生かして栃木の魅力を世界に発信し、多くの人々を栃木に呼び込むこと、そして誰もが住
みよいまちづくりをしたいと考えています。また、現地での生活を通して、ファーストネーションズと呼ばれ
るカナダの先住民族と現在人口の大半を占めるいわゆる白人の間には長い歴史の中で構築された大きな壁とそ
れを乗り越えるための和解に向けた動きがあることを学びました。この構図を、地域に住む外国人と日本人に
当てはめ、多様な文化や価値観を持つ人々が共生できるまちづくりに生かせないかと考えています。

14

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
お の ざ き

じん

23．小野崎 仁
宇都宮大学

国際学部 ３年

留学等の機関名（国名）：王立プノンペン大学(カンボジア）
期 間：７ヶ月
カンボジアのスラム街を訪問し、学校で子供たちに日本語を教えま
した。
（右端）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
国際的な知識や語学力が身についたこともあるが、何よりカンボジアという特異な環境で未知のものに挑戦
していく人たちのマインドを学び、吸収できたことが自分にとって最大の成果であった。これは今後の学業や
就職活動に限らず、あらゆる面で自分にとってプラスに働くと思う。形に残らないものではあるが、しっかり
と心の中に保持し続けていきたい。そして、彼らのように自分の目的のために挑戦し続けていきたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
異文化への理解や外国人とのコミュニケーションは、グローバル化が進んだ日本を支えていくうえで必要不
可欠な要素である。そして毎年多くの外国人観光客が訪れる地元日光市においてはなおのこと重要である。し
かし日本人の多くは、異文化に触れる機会が少ないために外国人を怖がる傾向にあるようにみえる。私が留学
を通して培ったこれらのスキルや経験を用いて何らかの形で地元に還元することで、このような状況を改善す
る一助になるのではないかと思う。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
いとう

り

お

24．伊藤 吏生
宇都宮大学

国際学部 ３年

留学等の機関名（国名）：エアランゲン大学(ドイツ)
期 間：７ヶ月
友人と k-pop パーティーへ。
（前列右端）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
留学先ドイツにおいて、小学生がデモを行っている光景にとても驚きました。これは義務教育の一環でしっ
かり自身の意見を持ち、それを社会へ表明することの重要性を教えるためだそうです。ドイツでは常に自分の
意見を述べるよう求められるなど普段から自己表現力の必要性が見られました。以前は「積極的」に行動する
ことが苦手でしたが、留学を通して以前より自分の意見を述べることや情報を発信することに抵抗が無くなり
ました。これからも自己表現を通して様々なフィールドでの友好関係を築いていけたらと思います。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学へ行く前に、ドイツは時間をしっかりと守るなど比較的日本と共通点が多い国と聞いていましたが、実
際は電車の５分遅れは当たり前などかなりの違いが見られました。インターネットにより便利な社会になりま
したが、その分偏っていたり誤っている情報が流れているのも事実です。私が見て感じてきた生の体験を発信
していくことで、これから留学を考えている、又は海外に興味がある方へ伝えていけたらと思います。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
きくち

25．菊池
宇都宮大学

たくみ

巧

教育学部 ４年

留学等の機関名（国名）：トライン大学(アメリカ）
期 間：７ヶ月
１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。

大学の国際交流イベントで日本を PR。(中央)

外国人観光客が対象の「インバウンド・ビジネス」に携わるために、留学で得た「語学力」
、
「国際的なコミ
ュニケーション能力」、
「外国人というマイノリティを経験したことによる価値観の拡大」などを通して、自分
の希望のキャリアに繋げ、また、その分野で力を発揮できるように、留学で成果を上げたい。また、これまで
の自分の課題であった「挑戦的」になることを目指して、日々積極的に自分のコンフォート・ゾーンを破り、
拡大できるように、日々内省し、自己研鑽に努めていきたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
今日、
「インバウンド・ビジネス」では、都心から地方に主戦場が移りつつある。政府も観光予算を通して、
地域の活性化促進事業に取り組んでいる。私は「インバウンド・ビジネス」を通して、外国人観光客の方々を、
栃木を含む地方に誘導し、「地方創生」に貢献したい。また、その中でも、訪日外国人と地方の方々の国際交流
を促し、未来の国際平和につなげたい。そのような国際交流事業を通して、その地域に住む人々、特に子供が
地元に更に誇りを持ち、そのような経験を通して、彼らが国際的な価値観を持つことが出来るように、
「インバ
ウンド・ビジネス」に取り組み、地域に貢献していきたい。

【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】留学
たなか

か

な

え

26．田中 香奈衣
宇都宮大学

農学部 ３年

留学等の機関名（国名）：サラワク大学(マレーシア)
期 間：５ヶ月
中華系マレーシア人の友人の好意で、ショートホームステ
イさせてもらいました。ご家族と一緒に（左端）

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
第一に、今回の留学で体力と柔軟性が身につきました。例えば遅くまで起きて個人課題をこなす、グループ
ワークでは状況に応じて積極的に手伝いに入る等です。その際、自分はサポートに入ることが多いと気がつき
ました。その特長を仕事などに生かしたいです。第二に、非常に言語学習へのやる気が上がりました。学生が
三つ以上の言語を操る姿に刺激を受けたためです。その気持ちを忘れずに、特に英語を中心に自主学習を続け
たいです。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
「農産物を路肩で売って生活している人々の収入を上げること」をゴールとしたプロジェクトに参加しまし
た。なんとか英語で意見を述べ、グループで自分の案が採用された時もありました。地域貢献を目的とした実
践的な授業を通し、できることが案外身近にあることに気がつきました。例えばボランティアに参加してみる、
地域活性を目的としたイベントに参加してみる等です。自分が起こす行動一つ一つにリアクションがあり、毎
日が成長の日々でした。これからは、そのフットワークの軽さを地域に行かせたらと思います。
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【令和元年度・基礎コース(第 1 回募集)】インターンシップ
つかもと

ま

よ

27．塚本 舞代
宇都宮大学

国際学部 ３年

留学等の機関名（国名）：ブリスベン日本語学校(オーストラリア)
期 間：８ヶ月
ホームステイ最終日にホストファミリーと(中央)

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
私は、このインターンシップでの異なる文化背景を持つ人々との関わり合いを通して、自分が持っていた常
識にとらわれず様々な文化の違いを吸収することの大切さに気づくことができた。この経験は、今後の私にと
って、国籍や人種の違いに限らず、自分と異なる意見やその人々を自分自身と合わないと考えるのではなく、
新しいアイデアを貰ったというように考えることができるという点で、グローバル化する社会で生かしていく
ことのできる力だと考える。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
インターンシップを通して、日本以外の国で日本語を学んでいる人達と関わり、日本語を教える手伝いをし
たことで、日本での教育方法との違いを感じると同時に、それぞれの文化に通じた教育スタイル、学習スタイ
ルを経験した。この経験は、海外に限らず日本で生活する日本語学習者の手助けとなると考えていて、外国人
児童生徒の出身地や母国語の背景を配慮し、その文化に合わせた学習スタイルの提案などを、栃木県などの日
本語教育が必要とされている社会、地域で生かすことができると考える。

【令和元年度・基礎コース(第 2 回募集)】留学
ますぶち

ゆ

き

28．増渕 有紀
宇都宮大学

教育学部 ３年

留学等の機関名（国名）：カピラノ大学(カナダ)
期 間：２週間
カピラノ大学にて(右から 2 人目)

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
今までは英語で話しかけられた時、分からないのに分かったふりをすることが多かったため、今回の留学で
は分からないことをしっかり聞き返して理解することを意識した。そのおかげで、ネイティブと満足に会話す
ることができた。またこの留学を通して、英語を使って相手に伝えたいことを伝える力、すなわち自分の意思
を伝える力が身についたと思っている。これらの力を今後の大学の授業や外国人と話す時に生かしていくのは
もちろん、日常生活で母語である日本語を話すときにも生かしていきたい。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
私の地元は外国人観光客がたくさん訪れるので、困っている方を見つけたら積極的に声をかけ、その方々の
助けとなりたい。また私は将来教員になろうと考えている。子どもたちに英語を教えるときは、ただ文法や単
語を教えるのではなく、留学経験を生かして、英語の楽しさ面白さ、そして英語を学ぶことの大切さも伝えて
いけたらと思っている。
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【令和元年度・基礎コース(第 2 回募集)】留学
【令
令和
和元
元年
年度
度・
・基
基礎
礎コ
コー
ース
ス((第
第 21 回
回募
募集
集))】
】留
留学
学
【
こばやし

ま

ゆ

29．小林
真由
ふく
るた
や
か すけ
ほ
こばやし
さ
ゆう
ま
ゆ
９．古谷
果助
穂２年
31．作田
29．小林
裕
真由
宇都宮
大学 教育学部
留学等の機関名（国名）
：カピラノ大学(カナダ)
宇都宮大学
大学 農学部
国際学部２年
４年
宇都宮
教育学部
２年
留学等の機関名（国名）
：トライン大学（アメリカ）
期間：２週間
留学等の機関名（国名）
：サラワク大学(マレーシア)
：カピラノ大学(カナダ)
期 間：２週間
間：８ヶ月
期
期間：２週間
1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。

ホストファミリーと小学校でクリスマスのオーナメン
バンクーバー吊り橋を渡りました。(後ろから２人目)
ト作りのボランティア活動をしました。(右)
農学部の全員で(最後列右端)
バンクーバー吊り橋を渡りました。(後ろから２人目)

私は、アメリカ TRINE 大学へ二学期留学を果たしました。アメリカでの ESL のクラスやサークルで出会った
感染症流行の影響で、予定していた留学期間より短い留学となったが、強く思ったことがある。それは、さ
この留学で最も感じたことは、自分の英語の能力がどれほどのものなのかについてです。英語を読むことに
１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
多国籍の友達との出会い、アメリカ人の女性５人と住んだ学生寮、現地の生活や食を体感したアメリカ人のホ
らに多くの人と直接会話をしたいということだ。自分の英語力では到底周りの会話についていくことができず、
ついては留学先でも困ることはあまりなかったのですが、話すことと聞くことに関してはまだまだ未熟である
感染症流行の影響で、予定していた留学期間より短い留学となったが、強く思ったことがある。それは、さ
ストファミリーとの時間など、すべてが初めての経験でした。そこで、言語的・文化的・心理的な違いを感じ
今までの英語の勉強に対する意欲ややり方を見直すきっかけになった。また、カナダで驚いたことの一つにト
ことを痛感しました。とても簡単で簡潔なことを言いたいだけなのに、英語ではどのように話せばいいのかわ
らに多くの人と直接会話をしたいということだ。自分の英語力では到底周りの会話についていくことができず、
ながら、自分自身の意見をより強く持つようになり、人の話を傾聴することの大切さを覚えました。また、母
イレの男女兼用がある。すべてのトイレがそうではなかった。日本にいると分からなかったことだった。自分
からないことが多くありました。そのため、話す英語を意識して学んでいきたいと思います。また、疑似的に
今までの英語の勉強に対する意欲ややり方を見直すきっかけになった。また、カナダで驚いたことの一つにト
国の文化の特異性と自身のルーツの根深さを追求することで周囲に流されない大切さを知りました。今後、他
の当たり前は決して当たり前ではないことを知った。今後、教師になったら、この経験を生かして、世界に目
でも英語を聞いて話す環境に身を置くようにしたいと考えています。
イレの男女兼用がある。すべてのトイレがそうではなかった。日本にいると分からなかったことだった。自分
者理解が必要となる場面で、より良いコミュニケーションを測るのにこれらの経験を活かしたいです。
を向けることの大切さや面白さを児童生徒に伝えていきたいと思う。
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
の当たり前は決して当たり前ではないことを知った。今後、教師になったら、この経験を生かして、世界に目

2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学先では、普段あまり接点のない異なる専門領域を専攻する学生と話す機会が多くありました。それは留
を向けることの大切さや面白さを児童生徒に伝えていきたいと思う。
栃木県にはたくさんの外国人労働者や外国人児童生徒、それにカテゴライズされない外国のルーツを持った
英語教育を通して、言語の楽しさやそれを使って味わうことができる、世界を知る世界と繋がる楽しさを
学先の学生でもあり、一緒に研修に参加した宇都宮大学の学生でもあります。特に国際学部と教育学部の学生
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
人が大勢いることに注目し、そのような人々のコミュニティ作りに尽力したいと思うようになりました。外国
地元の子どもたちに伝えていきたい。直近には、オリンピックやとちぎ国体がある。日本や地元と世界が繋が
が持つ考えは自分にとっては新鮮で、考えたこともないような価値観や生き方を知りました。マレーシアとい
英語教育を通して、言語の楽しさやそれを使って味わうことができる、世界を知る世界と繋がる楽しさを
人としての経験から「きくこと」の大切さを学んだので、日本の市民から「外国人」とされる人々特有の願い、
る架け橋の一つになりたい。
う国自体も多様な民族で構成され、現地でもマレー系、中華系、タミル系、ムスリム、クリスチャンなど様々
地元の子どもたちに伝えていきたい。直近には、オリンピックやとちぎ国体がある。日本や地元と世界が繋が
悩み、生きづらさ等を気軽に話せる環境を作り、地域社会がそれをくみ上げることで、マイノリティーの意見
な人達と会いました。このようなダイバーシティを意識する環境に身を置いた経験を、これから変革していく
る架け橋の一つになりたい。
が取り入れられ、ますますグローカルに進んだ地域の活性化ができると考えました。
地域社会にも生かしていきたいと考えています。
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留学等の機関名（国名）
：カピラノ大学(カナダ)
宇都宮
大学 工学部 ３年
留学等の機関名（国名）
：王立プノンペン大学（カンボジア）
期間：２週間
留学等の機関名（国名）
：カピラノ大学(カナダ)
期 間：７ヶ月
期間：２週間

大学の授業の一環で森林浴をしました。(左端)
東南アジア論の授業でプレゼンテーションを行
い、賞をいただきました。(右端)
大学の授業の一環で森林浴をしました。(左端)

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
1．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
ノースバンクーバーに行って、私が最も感銘を受けたのは、人々の環境問題への意識の高さです。買い物に
１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
カンボジア留学を通して、英語が上達したことや英語は多種多様な人々をつなぐ手段であることを学んだ。
行く際は必ずマイバッグを持参し、袋をもらう場合は再生紙を利用した紙袋でした。町全体としてプラスチッ
ノースバンクーバーに行って、私が最も感銘を受けたのは、人々の環境問題への意識の高さです。買い物に
外国人は私たちとは異なる価値観を持っており、お互いの考えを共有するためには英語が必要である。現地の
ク製品の利用が圧倒的に少なかったです。勿論、日本とカナダでは環境資源に差がある為、日本で急にプラス
行く際は必ずマイバッグを持参し、袋をもらう場合は再生紙を利用した紙袋でした。町全体としてプラスチッ
人々と生活する中で、英語が私たちのコミュニケーションをより豊かにする。この経験から今後の大学生活を
チックの利用を大幅に減らすのは難しいです。しかし工学部の学生として、プラスチックの代わりとなり環境
ク製品の利用が圧倒的に少なかったです。勿論、日本とカナダでは環境資源に差がある為、日本で急にプラス
より充実させるとともに、外国人と共生していくことができる。そして、日本人と外国人をつなぐ一人のグロ
被害の少ない材料を考えるなど、今後の研究課題を決めるヒントとして自身に還元したいです。
チックの利用を大幅に減らすのは難しいです。しかし工学部の学生として、プラスチックの代わりとなり環境
ーバル人材として、国際社会の中で活躍していく。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
2．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
被害の少ない材料を考えるなど、今後の研究課題を決めるヒントとして自身に還元したいです。
ノースバンクーバーでは、プラスチック製品の利用が少なく、もし使う場合でもリサイクルが徹底されてお
カンボジアでの留学経験の中で、英語の重要性を理解した。また少子化問題が懸念されている日本において
２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
り、それによって町は綺麗に過ごしやすく保たれていました。1
で述べたような研究から地域に還元するだけ
ノースバンクーバーでは、プラスチック製品の利用が少なく、もし使う場合でもリサイクルが徹底されてお
も、雇用面で外国人の協力が必要不可欠である。したがって、地域活性化を促すために、外国人とともに働け
でなく、リサイクルが「面倒くさいもの」ではなく「自分が過ごしやすくなるためのもの」だということを身
り、それによって町は綺麗に過ごしやすく保たれていました。1
で述べたような研究から地域に還元するだけ
る社会を築き上げていくことが重要である。私は留学等で培ってきた英語能力や外国人とのコミュニケーショ
近な人に伝えることでより多くの人がリサイクルに参加することを促し、少しでもより良い町作りに貢献した
でなく、リサイクルが「面倒くさいもの」ではなく「自分が過ごしやすくなるためのもの」だということを身
ン能力を用いて、双方の壁をなくす役割を担っていきたいと考える。また、彼らが地域社会にともに貢献でき
いと考えています。
近な人に伝えることでより多くの人がリサイクルに参加することを促し、少しでもより良い町作りに貢献した
るように、彼らの潜在的な能力を引き出していきたい。
18
いと考えています。
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【令和元年度・基礎コース(第 2 回募集)】留学
さくた

ゆうすけ

31．作田 裕助
宇都宮大学

農学部 ２年

留学等の機関名（国名）：サラワク大学(マレーシア)
期 間：２週間

農学部の全員で(最後列右端)

１．留学等の成果を、自分自身にどのように生かしたいか。
この留学で最も感じたことは、自分の英語の能力がどれほどのものなのかについてです。英語を読むことに
ついては留学先でも困ることはあまりなかったのですが、話すことと聞くことに関してはまだまだ未熟である
ことを痛感しました。とても簡単で簡潔なことを言いたいだけなのに、英語ではどのように話せばいいのかわ
からないことが多くありました。そのため、話す英語を意識して学んでいきたいと思います。また、疑似的に
でも英語を聞いて話す環境に身を置くようにしたいと考えています。

２．留学等の成果を、地域にどのように生かしたいか。
留学先では、普段あまり接点のない異なる専門領域を専攻する学生と話す機会が多くありました。それは留
学先の学生でもあり、一緒に研修に参加した宇都宮大学の学生でもあります。特に国際学部と教育学部の学生
が持つ考えは自分にとっては新鮮で、考えたこともないような価値観や生き方を知りました。マレーシアとい
う国自体も多様な民族で構成され、現地でもマレー系、中華系、タミル系、ムスリム、クリスチャンなど様々
な人達と会いました。このようなダイバーシティを意識する環境に身を置いた経験を、これから変革していく
地域社会にも生かしていきたいと考えています。
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－上級コース派遣留学生の県内事前インターンシップ報告－

とちぎグローバル人材育成プログラム上級コースは、官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学
JAPAN 日本代表プログラム～の地域人材コースとして実施しています。この事業は、栃木県内の高等
教育機関で学ぶ学生が地域の課題解決等に向き合いながら、グローバルな視点で考え行動する能力を身
につけるとともに、地域企業等は学生をインターンシップで受け入れることにより、互いに協働して活
動する仕組みを構築し、人材育成と地域の活性化を実現することを目的として実施するものです。
派遣留学生は、留学等の前後（事前・事後）合わせて 20 日間の地域企業等でのインターンシップを
実施することになっており、令和元年度は 4 名の派遣留学生が事前インターンシップを実施しましたの
で、ご報告いたします。なお、それぞれの実施日数については異なっております。

令和元年度上級コース派遣留学生事前インターンシップ一覧
大学
学部・学年
宇都宮大学
地域デザイン
科学部 4 年
宇都宮大学
国際学部 4 年
宇都宮大学
国際学部 4 年
宇都宮大学
国際学部 4 年

氏名

佐藤綾香

加納南菜子
工藤泉
三根恵里花

留学先

県内インターンシップ先

インターンシップ期間
(日数)

大華科技大学

もうひとつの家

令和元年 9 月～11 月

(台湾)

アットホームきよはら

(うち 5 日)

ホイスコーレンウス
ターソン(デンマーク)

栃木県国際交流協会

令和元年 7 月
(うち 3 日)

国立政治大学

とちぎユースサポーター

令和元年 8 月

(台湾)

ズネットワーク

(5 日間)

サラワク大学
(マレーシア)

えにしトラベル
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令和元年 7 月～8 月
(うち 10 日)

子どもたちの支援に関するニー

子どもたちの支援に関するニーズの把握
子
ちの支援に子どもたちの支援に関するニーズを理解する
関ど
すも
るた
ニち
ーの
ズ支
の援
把に
握関するニーズの把握

宇都宮大学地域デザイン科学部 4 年

宇都宮大学地域デザイン科学部
4 年 佐藤綾香
地域デザイン科学部
4 年 佐藤綾香

実 施 機 関 名 ：もうひとつの家 アット

実 施 機 アットホームきよはら
関 名 ：もうひとつの家 アットホームきよはら
名 ：もうひとつの家

実 施 期 間 ：令和元年 9 月 12 日(木)

間 ：令和元年
9 月 12 日(木)～11
：令和元年実
9 月施12期
日(木)～11
月 10 日(木)（うち
5 日） 月 10 日(木)（うち 5 日）

要

活動概要

活動概要

私は、「もうひとつの家 アットホーム

子どもたちの支援に関するニーズの把握

アットホームきよはら」という、支援が必要な子どもたちを支援してい
る団体でインターンシップを行いました。
うひとつの家 私は、「もうひとつの家
アットホームきよはら」という、支援が必要な子どもたちを支援してい

る団体でインターンシップを行いました。子どもたちを学校まで迎えに行き、放課後の時間をともに
る団体でインターンシップを行いました。子どもたちを学校へ迎えに行き、放課後の時間をともに過
過ごしました。具体的には、宿題を見て分
ターンシップを行いました。子どもたちを学校まで迎えに行き、放課後の時間をともに

過ごしました。具体的には、宿題を見て分からないところを教え、夕食を共にし夕食後は遊ぶなど、
ごしました。具体的には、宿題を見て分からないところを教え、夕食を共にし夕食後は遊ぶなど、子
子どもたちの支援に携わりました。また、
。具体的には、宿題を見て分からないところを教え、夕食を共にし夕食後は遊ぶなど、
宇都宮大学地域デザイン科学部 4 年 佐藤綾香

子どもたちの支援に携わりました。また、栃木県内の子どもの居場所の支援を行っている団体で集
い、運動会を開催し、運営に携わりました
どもたちの支援に携わりました。また、栃木県内の子どもの居場所の支援を行っている団体で集い、
支援に携わりました。また、栃木県内の子どもの居場所の支援を行っている団体で集

い、運動会を開催し、運営に携わりました。
運動会を開催し、運営に携わりました。
開催し、運営に携わりました。
実 施 機 関 名 ：もうひとつの家 アットホームきよはら
実 施 期 間 ：令和元年 9 月 12 日(木)～11 月 10 日(木)（うち 5 日）
成 果

成 果

子どもたちと関わる中で、片親世帯が多
活動概要
子どもたちと関わる中で、片親世帯が多く、親が朝早くから夜遅くまで働き家庭の中でのやりとり
が少ない状態から、生活の中で自然と身に
子どもたちと関わる中で、子どもたちは家では父母が忙しくて話を聞いてあげられないことで、家
と関わる中で、片親世帯が多く、親が朝早くから夜遅くまで働き家庭の中でのやりとり

が少ない状態から、生活の中で自然と身に着くような知識が身につきにくく、それによって、学校の
授業においても物の名前など「知っていて
庭での生活の中で自然と身に着くような知識が身につきにくく、それによって、学校の授業において
から、生活の中で自然と身に着くような知識が身につきにくく、それによって、学校の
私は、「もうひとつの家 アットホームきよはら」という、支援が必要な子どもたちを支援

授業においても物の名前など「知っていて当たり前」と思われる部分において先生が特別に教えずに
授業を進めてしまう部分でつまずき、その
も物の名前など「知っていて当たり前」と思われる部分において先生が特別に教えずに授業を進めて
も物の名前など「知っていて当たり前」と思われる部分において先生が特別に教えずに
る団体でインターンシップを行いました。子どもたちを学校まで迎えに行き、放課後の時間を

授業を進めてしまう部分でつまずき、その先の授業にはよりついていけなくなってしまう傾向がある
ということがわかりました。そのため、宿
しまう部分でつまずき、その先の授業にはよりついていけなくなってしまう傾向があるということが
しまう部分でつまずき、その先の授業にはよりついていけなくなってしまう傾向がある
過ごしました。具体的には、宿題を見て分からないところを教え、夕食を共にし夕食後は遊ぶ

ということがわかりました。そのため、宿題を見るときには、一緒に問題文を読みその言葉の概念や
意味などを丁寧に伝えながら進めることで
わかりました。そのため、宿題を見るときには、一緒に問題文を読みその言葉の概念や意味などを丁
わかりました。そのため、宿題を見るときには、一緒に問題文を読みその言葉の概念や
子どもたちの支援に携わりました。また、栃木県内の子どもの居場所の支援を行っている団体

意味などを丁寧に伝えながら進めることで、不足している部分を補う手伝いができました。
また、片親世帯の子どもは、母がいなけ
寧に伝えながら進めることで、不足している部分を補う手伝いができました。
寧に伝えながら進めることで、不足している部分を補う手伝いができました。
い、運動会を開催し、運営に携わりました。

関りを求めていることがわかりました。そ
また、片親世帯の子どもは、母がいなければ女性のスタッフと、父がいなければ男性スタッフとの
世帯の子どもは、母がいなければ女性のスタッフと、父がいなければ男性スタッフとの

関りを求めていることがわかりました。そのため、代わりに些細なことにも気づき声掛けをして、ど
んな話にも耳を傾けることで、子どもたち
関りを求めていることがわかりました。そのため、些細なことにも気づき声掛けをして、どんな話に
いることがわかりました。そのため、代わりに些細なことにも気づき声掛けをして、ど
成 果
んな話にも耳を傾けることで、子どもたちはだんだん心を開いてくれるようになり、子どもたちが学
校や家庭で抱えている悩みなどを話してく
も耳を傾けることで、子どもたちはだんだん心を開いてくれるようになり、子どもたちが学校や家庭
を傾けることで、子どもたちはだんだん心を開いてくれるようになり、子どもたちが学

校や家庭で抱えている悩みなどを話してくれるようになりました。スタッフの方々が喜びの気持ちを
持って運営されているのを感じるとともに
で抱えている悩みなどを話してくれるようになりました。子どもの居場所の運営に関しても、スタッ
えている悩みなどを話してくれるようになりました。スタッフの方々が喜びの気持ちを
子どもたちと関わる中で、片親世帯が多く、親が朝早くから夜遅くまで働き家庭の中でのや

持って運営されているのを感じるとともに、食事や子どもたちの送迎の面
などで苦労をされていることを学びました
フの方々が喜びの気持ちを持って運営されているのを感じるとともに、食事や子どもたちの送迎の面
れているのを感じるとともに、食事や子どもたちの送迎の面
が少ない状態から、生活の中で自然と身に着くような知識が身につきにくく、それによって、

などで苦労をされていることを学びました。
されていることを学びました。
授業においても物の名前など「知っていて当たり前」と思われる部分において先生が特別に教

向けて

今後に向けて

授業を進めてしまう部分でつまずき、その先の授業にはよりついていけなくなってしまう傾向
今後に向けて
ということがわかりました。そのため、宿題を見るときには、一緒に問題文を読みその言葉の

子どもたちには、家庭にとどまらない多
意味などを丁寧に伝えながら進めることで、不足している部分を補う手伝いができました。

くの大人との関りを求めていることが分か
子どもたちには、家庭にとどまらない多
には、家庭にとどまらない多
また、片親世帯の子どもは、母がいなければ女性のスタッフと、父がいなければ男性スタッ

ったため、ここでの経験を大学の中で紹介
くの大人との関りを求めていることが分か
関りを求めていることが分か
関りを求めていることがわかりました。そのため、代わりに些細なことにも気づき声掛けをし

し、様々な経験を求めている大学生と子ど
ったため、ここでの経験を大学の中で紹介
こでの経験を大学の中で紹介
んな話にも耳を傾けることで、子どもたちはだんだん心を開いてくれるようになり、子どもた

もたちを支援している団体の中間的な役割
し、様々な経験を求めている大学生と子ど
験を求めている大学生と子ど
校や家庭で抱えている悩みなどを話してくれるようになりました。スタッフの方々が喜びの気

を担い、子どもたちが多くのロールモデル
もたちを支援している団体の中間的な役割
している団体の中間的な役割
持って運営されているのを感じるとともに、食事や子どもたちの送迎の面

を担い、子どもたちが多くのロールモデル
もたちが多くのロールモデル
などで苦労をされていることを学びました。

と出会える機会づくりに貢献したいと思っ

と出会える機会づくりに貢献したいと思っ
会づくりに貢献したいと思っ

ています。

ています。

今後に向けて
「もうひとつの家アットホームきよはら」が紹介されている
「子どもの居場所」のパンフレット

子どもたちには、家庭にとどまらない多
くの大人との関りを求めていることが分か
21
ったため、ここでの経験を大学の中で紹介

栃木県の外国人支援を学ぶ
栃木県の外国人支援を学ぶ
栃木県における“性”の諸課題に触れる
宇都宮大学国際学部 4 年

加納南菜子
奥崎亜依里

実 施 機 関 名 ：栃木県国際交流協会
：認定 NPO 法人 ウィメンズハウスとちぎ
日(金)～19月日(土)（うち
3 日）
実 施 期 間 ：令和元年 7 月 12
15 日(月)～8
16 日(金)（うち
3 日）
活動概要
活動概要
ウィメンズハウスとちぎは、女性と子どもの人権を守り、男女共同参画
社会の形成と福祉社会の実現に寄与することを目的とする
NPO 法人です。
私は、栃木県の多文化共生や国際交流を促進する活動を行っている栃木
女性の人権を守るという視点に立っての活動、傷ついた女性と子どもに安
県国際交流協会でインターンシップを行いました。職員・相談員の方から、
全な場所を提供、女性と子どもが力を取り戻していくための継続的な支援
協会の活動と特定技能制度に関する現状についてお話を伺いました。その
他には、協会で活動している多国籍料理教室への参加や、携帯情報メール
暴力を受け続けている女性と子どもが安全に安心して暮らす
をし、
の翻訳、蔵書整理を行いました。
社会づくりを目指しています。私はウィメンズハウスとちぎで、
夫
や恋人からの暴力、DV、パワハラ、セクハラに悩む栃木県内の女性の現状
を学びました。女性のカウンセリング中に、女性のお子さんを預かり共に
時間を過ごしました。性同一性障害の娘さんを持つ女性にお話を聞き、家
族の葛藤や周囲の対応について当事者のお話を伺いました。
成

果
蔵書整理
蔵書整理

まず、栃木県は他県に比べ夫や恋人からの暴力に悩む女性が多いという事実を知ることができました。
また、不定期ではありますが問題を抱えた女性の方がカウンセリングを受けにいらっしゃる姿をこの目
で見ることができました。カウンセリング内容は知ることができなかったものの、お子さんとのふれあ
いから、暴力が子供に与える影響を伺うことができました。
多国籍料理教室への参加
多国籍料理教室への参加
また、性同一性障害の娘さんを持つ女性のお話からは、当事者にしか分からない葛藤を知ることがで
きました。生物学的な性に合わせて女性らしさ、男性らしさを求めてしまうことが無意識のうちに行わ
成 果
れ、この押し付けが当事者にはとても辛いものだということを改めて知ることができました。また、学
校現場での性の押し付けは思っていたよりも激しく（制服やトイレなど）
、自分のアイデンティティー
国際交流協会の役割や、特定技能制度に関係した栃木県の課題を広く知ることができました。特に、
を探す青年期の多くを過ごす学校が与える影響を知ることができました。
外国人が必要としている支援のニーズや、支援をおこなうセクターの役割の違いを知ることができ、留
これらの事前インターンシップから、やはり性教育は生涯を通じて学ばなければならない大切な教育
学の参考になりました。また、蔵書整理では、利用者がわかりやすいようにカテゴリ別に本を整理し本
であり、特に幼少期の子供や学校に通っている子供たちに向けて行われるべきだと感じました。
棚にラベルを張りました。今まで日本語教育支援にはあまりなじみがありませんでしたが、日本語能力
試験関連の本が一番多く借りられていることを知り、支援の形を考えるきっかけとなりました。
今後に向けて
三日間のインターンシップを終え、外国人支援と言っても様々なアプローチがある中で、実際に栃木
インターンシップを通して、幼少時からの包括的性教育や家庭環境が子供に与える影響がとても
県が行っている地域レベルでの様々な支援を知れたことが大きな収穫でした。
大きいことを実感しました。また、インターンシップ後に行った留学で日本での性教育の現状だけ
ではなく、香港や他国の現状にも視野を広げることができました。今後の大学生活では、まず包括
今後に向けて
的性教育に焦点を当てた卒業論文に力を入れていきたいと思います。今日、新型コロナウイルスの
影響で家庭にいる時間が増えており、家庭内暴力や性暴力などの問題がさらに可視化してきていま
栃木県、宇都宮市内でも多くの外国人交流団体や活動のプラットフォームがあることを知ったの
す。今回のインターンシップのように直接子供たちと関わりあうことが難しくなってしまいました
で、国際交流協会のネットワークを通じてより積極的に交流に関わっていきたいです。
が、海外の先行研究や日本の先行研究をもとにこれらの問題にも焦点を当てて研究を進めていきた
また、日本の外国人受け入れに関する制度や、栃木県の外国人の実情をふまえた上で今後の卒業研
いです。また、卒業後は海外の大学院でジェンダーを専攻しようと考えているので、そのために必
究に生かしていきたいです。
要な準備を進めていきたいと思っています。
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若者と地域を繋ぐサポートを
若者と地域を繋ぐサポートを
栃木県の外国人支援を学ぶ
宇都宮大学国際学部 4 年 工藤泉
加納南菜子
実 施 機 関 名 ：とちぎユースサポーターズネットワーク
：栃木県国際交流協会
8
日(金)（5
日間）3 日）
実 施 期 間 ：令和元年 8
5
7月5
12日(月)～9
日(金)～19
日(土)（うち

活動概要
活動概要
「若者の力を生かして地域の活性化/課題解決を加速す
とちぎユースサポーターズネットワークは、
「若者の力を生かして地域の活性化/課題解決を加速す
私は、栃木県の多文化共生や国際交流を促進する活動を行っている栃木

る」という使命の下、企業・大学・行政等と連携し、地域で活躍する若者を育て、彼らの力による豊
県国際交流協会でインターンシップを行いました。職員・相談員の方から、
NPO 法人です。その活動は、社会事業を行う若者の人材育成事業、ネットワー
かな街づくりを目指す
NPO
協会の活動と特定技能制度に関する現状についてお話を伺いました。
その

ク・コミュニティ形成事業、奨学金事業、情報発信・出版事
他には、協会で活動している多国籍料理教室への参加や、携帯情報メール
業など幅広く行われています。その中で私は、ユースが主催
の翻訳、蔵書整理を行いました。
UIJ ターン促進イベントのアイスブレイクの企画、実践
する UIJ
ターン促進イベントのアイスブレイクの企画、実
型フィールドワークの内容企画、SNS を用いた広報活動に携
践型フィールドワークの内容企画、SNS
を用いた広報活動
わり、また、他団体との打ち合わせへの同行など、代表の岩
に携わり、また、他団体との打ち合わせへの同行など、代表
井俊宗氏のお仕事を間近で見させていただきました。
の岩井俊宗氏のお仕事を間近で見させていただきました。
法人代表
岩井俊宗氏の講演
法人代表
岩井俊宗氏の講演

成 果
蔵書整理

私にとって一番の成果は、積極性が向上したことです。これまでの私は、いつも受け身で、相手から
教えてもらうことを待っていました。しかし、インターンシップ中は常に疑問を持ち、小さなことでも
声に出すように心がけていました。これにより、教えてもらうという姿勢から、自ら学びに行く姿勢に
切り替えることができ、より多くを学ぶことが出来たと思います。
多国籍料理教室への参加
また私は当初、インターンシップを通して発想力、企画力、発信力、コミュニケーション力、調整力
を身に着けたいと考えていました。短い期間で全てを身に着けることはできませんでしたが、身に着け
成 果
るための方法を学ぶことができました。例えば、調整力を身に着けるために、自分と異なる考え方も受
け止め、その考え方の違いを掛け算して新しいものを生み出すこと、コミュニケーション力を身に着け
国際交流協会の役割や、特定技能制度に関係した栃木県の課題を広く知ることができました。特に、
るために、会う前に相手のことを良く調べることなどです。
外国人が必要としている支援のニーズや、支援をおこなうセクターの役割の違いを知ることができ、留
このような成果を得られたのは、インターンシップを通して、スタッフの方々、他団体の方々、地域
学の参考になりました。また、蔵書整理では、利用者がわかりやすいようにカテゴリ別に本を整理し本
の方々など、多くの方と関わりお話を聞くことが出来たからだと思います。人との繋がりの大切さを改
棚にラベルを張りました。今まで日本語教育支援にはあまりなじみがありませんでしたが、日本語能力
めて感じることができました。
試験関連の本が一番多く借りられていることを知り、支援の形を考えるきっかけとなりました。
三日間のインターンシップを終え、外国人支援と言っても様々なアプローチがある中で、実際に栃木
今後に向けて
県が行っている地域レベルでの様々な支援を知れたことが大きな収穫でした。
今回、地域と若者を繋げることで持続可能な社会を作り上げようという活動に携わることで、若者の
存在自体が地域の資源であり、若者の力が地域活性化に必要不可欠なものだということに気付かされま
今後に向けて
した。また、人口減少や少子高齢化、空き家問題など、地域の課題を間近で見て感じることもでき、こ
れらを通して、以前から持っていた、将来地域の課題解決に貢献できる存在になりたいという気持ちが
栃木県、宇都宮市内でも多くの外国人交流団体や活動のプラットフォームがあることを知ったの
より強くなりました。この目標を達成するため、今後はインターンシップで学んだ、様々な力を身に着
で、国際交流協会のネットワークを通じてより積極的に交流に関わっていきたいです。
けるための方法を継続して行い、それらの力が身に着くよう努力していきます。また、多くの人と関わ
また、日本の外国人受け入れに関する制度や、栃木県の外国人の実情をふまえた上で今後の卒業研
り、新しいことに積極的に挑戦することで視野を広げ、自分がやりたいこと、自分にできることは何か
究に生かしていきたいです。
を見つけていきたいです。
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10日間の学びと今後の展望
日間の学びと今後の展望
若者と地域を繋ぐサポートを
10
宇都宮大学国際学部 4 年

工藤泉
三根恵里花

実 施 機 関 名 ：えにしトラベル
：とちぎユースサポーターズネットワーク
実 施 期 間 ：令和元年 7
8月6
5 日(土)～8
日(月)～9 月
日(金)（5
12 日(月)（うち
日間） 10 日）

活動概要
活動概要
私は、栃木県宇都宮市で着地型観光を運営するえにしトラベルでインターンシップを行いました。
とちぎユースサポーターズネットワークは、
「若者の力を生かして地域の活性化/課題解決を加速す
えにしトラベルは
る」という使命の下、企業・大学・行政等と連携し、地域で活躍する若者を育て、彼らの力による豊
2012 年度に誕生した道の駅「ろまんちっく村」を管理運営する株式会社ファーマー
ズ・フォレストが、着地型旅行・ツーリズム事業として展開する第二種旅行業です。旅行者が現地集
かな街づくりを目指す NPO 法人です。その活動は、社会事業を行う若者の人材育成事業、ネットワー
合・現地解散する自由度の高い観光形態である着地型観光を提供しています。
ク・コミュニティ形成事業、奨学金事業、情報発信・出版事
業など幅広く行われています。その中で私は、ユースが主催
主な活動として、(1) 着地型観光の運営、(2) 企画旅行、(3) 地域活性化の企画提案、(4) 情報発
する
信、(5)
UIJボランティア・現地スタッフとして運営の補佐をしました。(1)では、観光農園の運営を裏か
ターン促進イベントのアイスブレイクの企画、実
践型フィールドワークの内容企画、SNS
ら支えるスタッフになったことや大谷でツアーガイドをしている方を観察する際お客さんの目線と旅
を用いた広報活動
に携わり、また、他団体との打ち合わせへの同行など、代表
行会社の目線から見ることでガイドの役割を把握しました。(2)では、すでにパッケージ化したツアー
の岩井俊宗氏のお仕事を間近で見させていただきました。
のガイド補佐として、お客さんのスケジュール管理やバスの
手配を行いました。(3)では、これから観光地化することを
成 果
考えている地域のモニタリングツアーに参加し、地域住民の

法人代表

岩井俊宗氏の講演

方々の地域に対する思いや観光地化に対する情熱を身近に感
私にとって一番の成果は、積極性が向上したことです。これまでの私は、いつも受け身で、相手から
じることができました。(4)では、インターンシップ生とし
教えてもらうことを待っていました。しかし、インターンシップ中は常に疑問を持ち、小さなことでも
て参加したツアーのブログを作成しました。(5)では、宇都
声に出すように心がけていました。これにより、教えてもらうという姿勢から、自ら学びに行く姿勢に
宮市内で行われていた花火大会のシャトルバス運営のボラン
切り替えることができ、より多くを学ぶことが出来たと思います。
ティアスタッフとして参加したこと、えにしトラベルさんが
また私は当初、インターンシップを通して発想力、企画力、発信力、コミュニケーション力、調整力
滝つぼカフェの準備
滝つぼカフェの準備
所有する土地でミュージックビデオの撮影が行われた際に演
を身に着けたいと考えていました。短い期間で全てを身に着けることはできませんでしたが、身に着け

者さんたちの食事管理や設営スタッフになりました。
るための方法を学ぶことができました。例えば、調整力を身に着けるために、自分と異なる考え方も受
け止め、その考え方の違いを掛け算して新しいものを生み出すこと、コミュニケーション力を身に着け
成 果
るために、会う前に相手のことを良く調べることなどです。
このような成果を得られたのは、インターンシップを通して、スタッフの方々、他団体の方々、地域
成果は主に 3 つあります。
の方々など、多くの方と関わりお話を聞くことが出来たからだと思います。人との繋がりの大切さを改
1 つ目は、旅行会社の業務を体験したことで観光業が幅広い活動に従事していることに気づけた点
めて感じることができました。
です。具体的な活動内容としては、地域資源を観光地化するために必要な観光のノウハウを伝えるア
ドバイザーとして地域をサポートする、当日ツアーでお世話になるお店や関係者に事前挨拶と打ち合
今後に向けて
わせを行う、ガイドがツアー中に裏で席の確保や食事
の準備をする、地域ボランティアのスタッフとしてイ
今回、地域と若者を繋げることで持続可能な社会を作り上げようという活動に携わることで、若者の
ベントの運営側になるなど、様々な業務内容があるこ
存在自体が地域の資源であり、若者の力が地域活性化に必要不可欠なものだということに気付かされま
とを学びました。また、実際に現場で業務を行う際、
した。また、人口減少や少子高齢化、空き家問題など、地域の課題を間近で見て感じることもでき、こ
れらを通して、以前から持っていた、将来地域の課題解決に貢献できる存在になりたいという気持ちが
予想外のことが起こることが多々ありました。現場で
はガイド補佐として同行したことで、柔軟にトラブル
より強くなりました。この目標を達成するため、今後はインターンシップで学んだ、様々な力を身に着
けるための方法を継続して行い、それらの力が身に着くよう努力していきます。また、多くの人と関わ
へ対応する力、お客さんに対する思いやり、コミュニ
ケーション能力の必要性を強く感じました。
り、新しいことに積極的に挑戦することで視野を広げ、自分がやりたいこと、自分にできることは何か
ぶどう園を収穫用の車で巡る体験
を見つけていきたいです。
ぶどう園を収穫用の車で巡る体験
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10 日間の学びと今後の展望

2 つ目は、より良いツアーを作り上げるために地域住民に対しては信頼関係を、お客さんに対して

はホスピタリティを大切にしていることが分かりました。観光地として土地の一部を貸してくださっ
ている方のもとへ挨拶に行く際、同行させていただきました。そこでは会社や観光に関する話はもと
宇都宮大学国際学部
4 年 三根恵里花
より、地域住民の日々の生活の話や世間話をメインに対話をすることで信頼関係を構築していまし
実
施 機 関 名 ：えにしトラベル
た。観光開発に関する業務に取り組んだ際、インターンシップの担当者が率先して住民とのコミュニ
実
施 期 間 ：令和元年 7 月 6 日(土)～8 月 12 日(月)（うち 10 日）
ケーションを取り、地域の支援を行うことで住民との信頼関係が築いていました。地域住民と良好な
関係を保つには、相手の話に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら聞く姿勢が大切であることに気づく
ことができました。お客さんに対しては、ガイドさんが「自分自身が楽しむこと」や「辛いときも笑
活動概要
顔でいること」が大切なスキルであることを教えていただきました。お客さんを案内する自覚と仕事
私は、栃木県宇都宮市で着地型観光を運営するえにしトラベルでインターンシップを行いました。
を楽しむという気持ちが働く際に必要な要素であることを認識しました。
えにしトラベルは
2012 年度に誕生した道の駅「ろまんちっく村」を管理運営する株式会社ファーマー
3 つ目は、旅行会社が工夫して観光資源を活用することで、非日常的なツアーを創造できることを
ズ・フォレストが、着地型旅行・ツーリズム事業として展開する第二種旅行業です。旅行者が現地集
知り得ました。同行したツアーのメインは、ぶどう・滝・お祭り・発掘場など、地域の特産品や文
合・現地解散する自由度の高い観光形態である着地型観光を提供しています。
化、歴史に関連する資源が多かったです。旅行会社が介入す
主な活動として、(1) 着地型観光の運営、(2) 企画旅行、(3) 地域活性化の企画提案、(4) 情報発
ることで、観光とは関連が薄そうな地域資源を観光資源とし
信、(5) ボランティア・現地スタッフとして運営の補佐をしました。(1)では、観光農園の運営を裏か
て見つけ出し、活用することができることを知ることができ
ら支えるスタッフになったことや大谷でツアーガイドをしている方を観察する際お客さんの目線と旅
ました。
行会社の目線から見ることでガイドの役割を把握しました。(2)では、すでにパッケージ化したツアー
その他の面においても、着地型観光を促進するた
のガイド補佐として、お客さんのスケジュール管理やバスの
め
にはリーダーの存在と地域住民の協力が重要であ
手配を行いました。(3)では、これから観光地化することを
る
こと、ガイドはお客さんを案内するだけではなく
考えている地域のモニタリングツアーに参加し、地域住民の
会
場設営や食事の準備などツアー全体の役割を果た
方々の地域に対する思いや観光地化に対する情熱を身近に感
す
必要があることを知り、学びにつながりました。

大谷の地底湖クルーズ
大谷の地底湖クルーズ

じることができました。(4)では、インターンシップ生とし
今後に向けて
て参加したツアーのブログを作成しました。(5)では、宇都
宮市内で行われていた花火大会のシャトルバス運営のボラン
旅行会社と一概に言っても、様々な業務内容はあることを新たに確認することができました。ただ
行程
ティアスタッフとして参加したこと、えにしトラベルさんが
ツアーの工程に沿ってお客さんを案内するのではなく、ツアーを作り出すまでに地域住民の人と何度
滝つぼカフェの準備
所有する土地でミュージックビデオの撮影が行われた際に演
も対話を重ねて信頼関係を構築していたこと、ツアーの質をアップデートするために適宜ツアー関係

者さんたちの食事管理や設営スタッフになりました。
者同士で情報交換をしていたことが印象的でした。信頼構築や仲間内での情報交換は、今後の大学生
活や社会に出て働いてからも重要な要素になると考えます。インターンシップで関わった方々の働き
成 果
方から、どのように傾聴力やコミュニケーション能力を活かして働いていたのかを改めて考え、どの
成果は主に 3 つあります。
ようにしたらこれらの能力を身に付けることができ、今後の学生生活や社会に出た際に生かせるのか
1 つ目は、旅行会社の業務を体験したことで観光業が幅広い活動に従事していることに気づけた点
について考えていきたいと思います。
です。具体的な活動内容としては、地域資源を観光地化するために必要な観光のノウハウを伝えるア
また、帰国後は就職活動について考える機会が増えました。インターンシップで気づいたように業
ドバイザーとして地域をサポートする、当日ツアーでお世話になるお店や関係者に事前挨拶と打ち合
界の枠組みにとらわれず、その企業はどんな事業を展開しどんな思いでサービスを提供して社会に利
わせを行う、ガイドがツアー中に裏で席の確保や食事
益を還元しているのかという点に着目することで、自分が魅力的に思う企業探しに努めたいです。
の準備をする、地域ボランティアのスタッフとしてイ
インターンシップを通して、栃木県には大学で生活しているだけでは気づくことができない多くの
ベントの運営側になるなど、様々な業務内容があるこ
魅力的な観光資源があることを知ることができました。留学中は現地の学生に対して栃木県の写真を
とを学びました。また、実際に現場で業務を行う際、
見せる、パンフレットやお菓子を配ることで栃木の魅力を発信しました。今後は海外に向けてだけで
予想外のことが起こることが多々ありました。現場で
はなく、周りの友人にも栃木の魅力について伝えていきたいです。
はガイド補佐として同行したことで、柔軟にトラブル
へ対応する力、お客さんに対する思いやり、コミュニ
ケーション能力の必要性を強く感じました。
ぶどう園を収穫用の車で巡る体験
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