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Maika Nagata 

Second year
Department of Social Psychology, 
Faculty of Sociology 

留学希望先 アイルランド
Desired Destination: Ireland

留学希望
Wants to

Study Abroad

留学経験者
Has Studied
Abroad 池上 爽子さん

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科 1年

Soko Ikegami

First year
Department of Health Care and Sports, 
Faculty of Human Life Design

［2017年度Diversity Voyage］
2017/9/8～9/16

留学先 カンボジア Destination: Cambodia
(2017 Diversity Voyage) 
September 8-16, 2017

木内 未来さん

食環境科学部
健康栄養学科 3年

Miku Kiuchi

Third year
Department of Nutrition and Health Sciences, 
Faculty of Food and Nutritional Sciences

［2017年度夏季海外インターンシップ・ボランティア］
2017/8/22～9/18

留学先 アメリカ

Destination: U.S.
(2017 Summer Overseas Internship/Volunteer Program) 
August 22-September 18, 2017

田村 直己さん

理工学部
都市環境デザイン学科 4年

Naoki Tamura

Fourth year
Department of Civil and Environmental Engineering, 
Faculty of Science and Engineering

［2016年度夏季語学セミナー］
2016/8/18～9/16

留学先 アメリカ

［2017年度第Ⅰ期交換留学］
2017/2/23～6/23

留学先 韓国

Destination: U.S. 
(2016 Summer Language Study Seminar)
August 18-September 16, 2016

Destination: Korea 
(2017 Exchange Program Period 1) 
February 23-June 23, 2017

留学経験者
Has Studied
Abroad

留学経験者
Has Studied
Abroad

永田 舞華さん

社会学部
社会心理学科 2年

伊藤 皓太朗さん

情報連携学部
情報連携学科 1年

Kotaro Ito 

First year 
Department of Information Networking for Innovation and Design, 
Faculty of Information Networking for Innovation and Design

［2017年度夏季語学セミナー］
2017/8/7～8/27

留学先 カナダ Destination: Canada 
(2017 Summer Language Study Seminar) 
August 7-27, 2017

留学経験者
Has Studied
Abroad

私は今留学に向けて準備を進めているのですが、やはり初めての
経験ということで不安になることがあります。皆さんが留学前に感じた不安をどの
ように解消したのか、教えてください。まず、留学となるとある程度の期間、外国に
滞在するので、その国の文化に適応できるか不安を感じています。実際に文化の
面で戸惑いを感じたことはありましたか？

私も留学先であるアメリカの文化に馴染めるか不安はありましたが、
文化や生活スタイルに関して事前に東洋大学でオリエンテーションがあったの
で、ある程度不安は解消させてから留学できました。しかし、実際に留学したとき
は、挨拶としてハグをする文化に少し戸惑いました。家族や親しい友人として認め
てくれた証ではあるのですが、どこか気恥ずかしく、つい何回か断ってしまいまし
た。しかし「日本にはそういう文化がない」ときちんと伝えれば、みんな理解してく
れます。文化の違いを受け入れることも必要ですが、すべてを受け入れなければ
いけないということでもなく、お互いの文化を尊重できるようにコミュニケーション
を取ることが大切だと感じました。

そのためにも留学先の文化や歴史を事前に学んでおくことは、外国語
の勉強と同じくらい大事だと思いました。例えば、永田さんの留学希望先のアイルラ
ンドでは、北アイルランド問題という政治問題があります。その他の国でも、同じ国内
でも政治や宗教・民族、文化や歴史の違いが大きい場所もある。何気ない一言が
同じ国でも地域によってはタブーかもしれません。知るべきこと、留学先の常識とい
うものは最低限知っておくべきだと思います。

私は留学したカンボジアを含め、東南アジアに少し不便なイメージ
を抱いていました。実際、お手洗いにはトイレットペーパーが無いなど、日本の便
利な生活に慣れていると戸惑うかもしれません。食事に関しても、東南アジア諸
国でよく食べられるパクチーなど独自のものがありますよね。私は最初は苦手でし
たが、食べているうちに慣れていきました。

なるほど。「違う国の文化を受け入れなければ」と思っていましたが、
無理に合わせるのではなく、お互いに尊重しあうことが大切なんですね。

カンボジアの学生は、自分たちの国のことをよく知っていると思いまし
た。みんなが自分のこととして政治や国際状況などをしっかり理解している。「日
本ってどんな国？」と聞かれたときに、観光地や四季の話しかできなくて…留学し
て改めて日本のことを全然理解していないと感じました。

確かに。日本の外へ出ることで、日本のことを初めて客観視できたと
思います。定番の話ですが、お風呂につかりたくなったり、和食の味が恋しくなっ
たりすることは多くの人が経験すると思います。今まで当然のようにあったものが
ないことで、ありがたみを実感するようになりました。

そうやって新しい文化に触れることで、今まで自分の周りにあった常
識の見え方も変わってくるのでしょうね。

ちょうどテロが頻発している時期だったこともあり、家族は私が留学
することに反対しました。テロに限った話ではなく、ドラッグの誘惑や犯罪が頻発
する地域もあります。物の出し入れが容易なトートバッグはやめてチャックのつい
た肩掛けカバンにする、ポケットに物は入れない、暗い場所には絶対に近づかな
い、一人で行動しないなど、自衛する意識を強くもつことを心がけました。

実際にテロが身近にある国はより緊張感があり、街の雰囲気や警備
の厳重さは日本の報道ではわからないものでした。その中で生活することの不
安はありましたが、街全体がテロを意識しているので、徐 に々この街に守られてい
ると感じるようにもなりました。

治安や安全面に関しては事前の学内オリエンテーションや留学情
報サイト、外務省や大使館公式サイトなどを見て、しっかりと準備し、「自分の身を
守る」ことを意識することが大切です。

日本は安全であることが当たり前の国なので、海外での犯罪やテロ
の報道を見ると不安になることもありましたが、やはり自分から危険な場所・物に
は近づかないという意識をもっておくべきですね。

東洋大学は海外の提携校が多く、留学期間もさまざまなものがあ
り、選択肢が多いので、自分の希望する形で留学に行きやすいと思います。奨学
金も条件がそれほど厳しくないものもあるので、自分の語学力に合わせて、ぜひ
一度留学プランを考えてみてほしいです。

プログラムの種類や奨学金など、東洋大学の留学制度は他の大学の
学生から「羨ましい」と言われるほど充実しています。大学の中にいるとあまり意識し
ませんが、留学に行った今、とても恵まれた環境だったと感じます。東洋大学に入学
したことを最大限活用して、留学を経験してほしいと思います。

留学は特別なことじゃない
Studying Abroad is  for  Everyone

Maika: I’m just getting ready to go on my study abroad trip, and since it 
will be my first time, there are some things I’m worried about. I would 
like to talk to everyone about how you dealt with the worries you felt 
before you went abroad. First, for me, going abroad means that I will be 
living and studying in another country for a certain amount of time, and 
I’m worried that I might not be able to adapt to that country’s culture. 
Did you experience any confusion about the culture of the country you 
went to?
Naoki: I studied in the U.S. and yes, I was worried about being able to get 
used to the culture there. But I attended orientation sessions beforehand 
that taught me a bit about American culture and how people live there, 
so I was able to ease some of my predeparture anxiety. But when I was 
there, I was really puzzled by the fact that people hugged when they 
greeted each other. I know it’s a sort of acknowledgement between family 
and close friends, but I found it rather embarrassing, and a few times I 
refused to do it. But when I told people that we don’t have that custom in 
Japan, everyone understood. You have to be willing to accept differences 
in culture, but that doesn’t mean you have to accept everything. It’s 
important to communicate clearly with people so there can be mutual 
respect of each other’s cultures.
Kotaro: And to do that, I think studying the culture and history before you go is 
just as important as learning the country’s language. For example, you’re going 
to Ireland, which has been dealing with political issues surrounding 
Northern Ireland for generations. In other places as well, you can find 
really big differences in politics, religion, ethnicity, culture, and history, all 

Cultural Differences

留学は特別なことじゃない  世界へ羽ばたけ 東洋大学生
Studying Abroad is for Everyone ‒ Toyo Students Spread Their Wings to the World

Special Discussion ‒ Quel l ing Fears about Studying Abroad

The December issue of Toyo University News featured Part I of our Special Discussion series. In it, we spoke to five students about 
studying abroad and talked about how their values had changed through their experiences. Part II of our discussion on studying abroad 
takes a closer look at how to deal with the worries everyone faces when they consider taking part in a study abroad program.

文化の違いは？Discussion 1

学報12月号掲載の特別座談会（前編）では、5人の学生に留学で経験したことや、留学前後での価値観の変化について語ってもらいました。
今回の座談会（後編）は、誰もが抱く留学に向けた“不安”な気持ちを解消するアプローチの一例などをお届けします。

留学前の不安を解消しよう
Special Discussion

Part II

特別座談会 後編

前回の座談会の内容はこちら

http://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/114220.pdf

永田さん

池上さん

池上さん

伊藤さん永田さん

田村さん

永田さん

伊藤さん

Read the discussion
from our last article here!

in the same country. A casual phrase in one area of the country might be 
taboo in a different part. At the very least, people need to know what 
they should know̶they should learn what makes for “common sense” in 
the country they are going to.
Soko: I studied in Cambodia, and I had this image of it and the other 
countries of Southeast Asia as being slightly inconvenient. And yes, 
people used to the conveniences of Japanese living might find life there 
hard to understand. For example, there isn’t any toilet paper in the 
restrooms. As for food, one of the most often-used ingredients in South-
east Asian cuisine is coriander, which has a really characteristic flavor. I 
didn’t like it at first, but I got used to it the more I ate it. 
Maika: I see. I thought that we had to accept the other country’s culture, 
but you seem to be saying that it’s more important not to force yourselves 
to do so. Rather, it’s more important to have mutual respect.
Soko: I found out that Cambodian students really know a lot about their 
own country. Everyone has a strong understanding of politics and the 
international climate, and they see it as something that is part of them. 
When people asked me what kind of country Japan is, all I could tell them 
were things about tourist areas and the four seasons. I didn’t realize that 
I knew nothing about Japan at all until I studied abroad.
Kotaro: I can totally relate. I think that the first time I was able to objective-
ly look at Japan was when I was outside it. These are classic examples, but I 
think something lots of people experience is that they miss having a bath or 
really want to eat Japanese food. You take things like that for granted when 
you have them, but I really started to appreciate them when I was away.
Maika: I guess that means that by experiencing other cultures, it gives 
you new insights into how you perceive the things around you.
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ランゲージセンター ライティング指導講座
 Language Center – Academic Writing Courses

英語で論文を書くことを目標に、アカデミックライティングを支
援します。講師がマンツーマンで指導するため、疑問点はその
場で解決でき、自分のレベルとペースに合わせて学習を進める
ことができます。

国際教育センター
Center for Global Education and Exchange

留学、海外インターンシップ・ボランティア、奨学金などに関
するお問い合わせを受け付けています。また、事前予約制に
よる留学カウンセリングも実施しています（白山キャンパス以
外はSkypeで対応）。
Visit the Center for Global Education and Exchange to learn 
all you need to know about studying abroad, international 
internships/volunteer programs, scholarships, and more.  Stu-
dents can also make a reservation to talk to one of our staff 
about studying abroad. (Students not on the Hakusan 
Campus can consult with staff over Skype.)

< キャンパス内留学 > 
Toyo Achieve English 英語講座
English Lessons with Toyo Achieve English

1クラス4 名までの少人数グループレッスンのほか、
マンツーマンレッスンも用意。
楽しみながら英語を学べる環境です。初級から
上級クラスまで、自分のペースに合わせてレッスン
内容も自由にカスタマイズできます。

英語コミュニケーションスペース
 English Community Spaces

留学生と交流したり、英語学習を支援するスペースが
各キャンパスに設置されており、学内にいながら国際交流
することができます（写真は白山キャンパスのECZ）

Each campus has a space set up for Toyo students to inter-
act with international students and gain English language 
learning support. Enjoy some international exchange without 
ever leaving the campus. 
(Photo: The English Community Zone at Hakusan Campus）

私は今留学に向けて準備を進めているのですが、やはり初めての
経験ということで不安になることがあります。皆さんが留学前に感じた不安をどの
ように解消したのか、教えてください。まず、留学となるとある程度の期間、外国に
滞在するので、その国の文化に適応できるか不安を感じています。実際に文化の
面で戸惑いを感じたことはありましたか？

私も留学先であるアメリカの文化に馴染めるか不安はありましたが、
文化や生活スタイルに関して事前に東洋大学でオリエンテーションがあったの
で、ある程度不安は解消させてから留学できました。しかし、実際に留学したとき
は、挨拶としてハグをする文化に少し戸惑いました。家族や親しい友人として認め
てくれた証ではあるのですが、どこか気恥ずかしく、つい何回か断ってしまいまし
た。しかし「日本にはそういう文化がない」ときちんと伝えれば、みんな理解してく
れます。文化の違いを受け入れることも必要ですが、すべてを受け入れなければ
いけないということでもなく、お互いの文化を尊重できるようにコミュニケーション
を取ることが大切だと感じました。

そのためにも留学先の文化や歴史を事前に学んでおくことは、外国語
の勉強と同じくらい大事だと思いました。例えば、永田さんの留学希望先のアイルラ
ンドでは、北アイルランド問題という政治問題があります。その他の国でも、同じ国内
でも政治や宗教・民族、文化や歴史の違いが大きい場所もある。何気ない一言が
同じ国でも地域によってはタブーかもしれません。知るべきこと、留学先の常識とい
うものは最低限知っておくべきだと思います。

私は留学したカンボジアを含め、東南アジアに少し不便なイメージ
を抱いていました。実際、お手洗いにはトイレットペーパーが無いなど、日本の便
利な生活に慣れていると戸惑うかもしれません。食事に関しても、東南アジア諸
国でよく食べられるパクチーなど独自のものがありますよね。私は最初は苦手でし
たが、食べているうちに慣れていきました。

なるほど。「違う国の文化を受け入れなければ」と思っていましたが、
無理に合わせるのではなく、お互いに尊重しあうことが大切なんですね。

カンボジアの学生は、自分たちの国のことをよく知っていると思いまし
た。みんなが自分のこととして政治や国際状況などをしっかり理解している。「日
本ってどんな国？」と聞かれたときに、観光地や四季の話しかできなくて…留学し
て改めて日本のことを全然理解していないと感じました。

確かに。日本の外へ出ることで、日本のことを初めて客観視できたと
思います。定番の話ですが、お風呂につかりたくなったり、和食の味が恋しくなっ
たりすることは多くの人が経験すると思います。今まで当然のようにあったものが
ないことで、ありがたみを実感するようになりました。

そうやって新しい文化に触れることで、今まで自分の周りにあった常
識の見え方も変わってくるのでしょうね。

ちょうどテロが頻発している時期だったこともあり、家族は私が留学
することに反対しました。テロに限った話ではなく、ドラッグの誘惑や犯罪が頻発
する地域もあります。物の出し入れが容易なトートバッグはやめてチャックのつい
た肩掛けカバンにする、ポケットに物は入れない、暗い場所には絶対に近づかな
い、一人で行動しないなど、自衛する意識を強くもつことを心がけました。

実際にテロが身近にある国はより緊張感があり、街の雰囲気や警備
の厳重さは日本の報道ではわからないものでした。その中で生活することの不
安はありましたが、街全体がテロを意識しているので、徐 に々この街に守られてい
ると感じるようにもなりました。

治安や安全面に関しては事前の学内オリエンテーションや留学情
報サイト、外務省や大使館公式サイトなどを見て、しっかりと準備し、「自分の身を
守る」ことを意識することが大切です。

日本は安全であることが当たり前の国なので、海外での犯罪やテロ
の報道を見ると不安になることもありましたが、やはり自分から危険な場所・物に
は近づかないという意識をもっておくべきですね。

東洋大学は海外の提携校が多く、留学期間もさまざまなものがあ
り、選択肢が多いので、自分の希望する形で留学に行きやすいと思います。奨学
金も条件がそれほど厳しくないものもあるので、自分の語学力に合わせて、ぜひ
一度留学プランを考えてみてほしいです。

プログラムの種類や奨学金など、東洋大学の留学制度は他の大学の
学生から「羨ましい」と言われるほど充実しています。大学の中にいるとあまり意識し
ませんが、留学に行った今、とても恵まれた環境だったと感じます。東洋大学に入学
したことを最大限活用して、留学を経験してほしいと思います。

海外の治安は？Discussion 2

留学を考えている
学生へのメッセージDiscussion 3

木内さん

永田さん

伊藤さん

伊藤さん

木内さん

木内さん

松尾 怜奈さん
三枝 香帆さん
ウィンナ ナタシア クリスティさん
宇野 浩太朗さん
湯浅 春香さん
熊澤 亜未さん
プーロー マリーヌさん
峯岸 晃希さん
大塚 涼央さん
堀部 大輔さん
稲葉 晃さん
小川 令央那さん
太田 裕貴さん

4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年
4年

Rena Matsuo　Faculty of Letters, 4th year
Kaho Saegusa　Faculty of Letters, 4th year
Winna Natasia Christie　Faculty of Business Administration, 4th year
Kotaro Uno　Faculty of Business Administration, 4th year
Haruka Yuasa　Faculty of Sociology, 4th year
Ami Kumazawa　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Pouleau Marine Micheline Dominique　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Koki Minegishi　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Ryona Otsuka　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Daisuke Horibe　Faculty of Regional Development Studies, 4th year
Hikaru Inaba　Faculty of Human Life Design, 4th year
Reona Ogawa　Faculty of Information Sciences and Arts, 4th year
Yuki Ota　Faculty of Information Sciences and Arts, 4th year

2017（平成29）年度  Toyo Global Leader プログラム認定者発表
2017 Academic Year Toyo Global Leader Program Certification Presentation

Toyo Global Leader Program certifies students who fulfill certain requirements as Toyo Global Leaders.
This academic year recognized the first ever TGL Gold Certificate awardees. They will be honored by President Makio Takemura during the 
graduation ceremony, to be held on March 23, 2018. 
The 3rd TGL Silver Certification Ceremony was held on January 27, 2018, at the 125 Commemorative Hall on the Hakusan Campus.

Toyo Global Leaderプログラムは、各要件を満たした学生をToyo Global Leaderとして認定するプログラムです。
本年度は初のTGLゴールド認定者が誕生しました。2018（平成30）年3月23日に行われる卒業式で学長から表彰されます。
また、1月27日には白山キャンパス125記念ホールにて第3回TGLシルバー認定式が行われました。

留学に向けて大学のプログラム・学内施設を有効活用しよう！
Studying Abroad:

Maximize the benefit of Toyo’s study abroad programs and on-campus facilities!

Worries about safety abroad
Miku: My family was against me going abroad to study because it was 
during a time of frequent terrorist attacks. They weren’t just worried 
about terrorism either. They were thinking about the temptations of 
drugs, and about areas where there was lots of crime. I became more 
conscious of self-defense: I used a shoulder bag with a zipper instead of an 
easier-to-access tote bag, I stopped putting things in my pockets, I always 
stayed far away from dark places, and I never traveled alone.
Kotaro: Countries that have actually experienced terrorist attacks are 
tenser; the atmosphere in the cities and the strictness of security were 
things I had never heard about from the Japanese media. Yes, I did have 
some misgivings about living in the middle of all that, but since the whole 
city was more conscious of the possibility of terrorism, I gradually felt more 
and more like I was protected while I was there.
Miku: For information related to safety and security, you have to pay 
attention during the university orientation, and read information on the 
Ministry of Foreign Affairs website and on Japanese embassy websites. 
It’s important to prepare yourself thoroughly and be conscious of protect-
ing yourself.
Maika: Since Japan is a safe country, people will obviously be worried 
when they see news about crime or terrorism overseas. That means 
everyone should remember to stay away from dangerous places and dan-
gerous things.

Messages for students thinking
about studying abroad
Kotaro: Toyo University has many partner schools overseas, and there 
are programs of various different lengths. There are many choices avail-
able, so I think it’s pretty easy for people to find a program that matches 
what they're looking for. The prerequisites for scholarships aren’t as strict 
as you might believe, so I think that everyone should come up with a 
study abroad plan that meets their own language abilities.
Miku: Compared to other universities, Toyo University has a truly envi-
able number of programs and scholarships available for students looking 
to take part in a study abroad experience. People don’t realize it when 
they are here at the university, but after going overseas I realized how 
lucky we are to have the wonderful environment we have. I hope every-
one will take advantage of the opportunities Toyo University has to offer, 
and experience what it’s like to study abroad for themselves.

In addition to the above TGL Gold awardees,52 individuals were awarded with TGL Silver certification,
and 313 individuals were awarded with TGL Bronze.

留学情報やプログラムの詳細は
国際教育センターWebサイトをご覧ください。

http://www.toyo.ac.jp/site/ipo/

For more details and information on study abroad    
programs, please visit the website of the Center for 
Global Education and Exchange.

TGLゴールド認定者一覧

※白山キャンパス８号館１階
    Located on the first floor of Building 8, Hakusan Campus ※【白山】English Community Zone (ECZ)：8号館1階 国際教育センター横

　【朝霞】English Community Zone (ECZ)：図書館棟1階学生サポートスクエア内
　【川越】グローバルコミュニケーションスペース(GCS)：
　　　　スペースA（8号館1階）スペースB（8号館2階）スペースC（6号館2階）
　【板倉】English Lounge：1号館2階
　【赤羽台】赤羽台事務課にお問い合わせください
   [Hakusan Campus] ECZ: next to the Center for Global Education and Exchange,
                              Building 8, 1st floor. 
   [Asaka Campus] ECZ: in the Student Support Square, Library Building, 1st floor. 
   [Kawagoe Campus] Global Communication Space (GCS): Space A (Building 8, 1st floor);
                               Space B (Building 8, 2nd floor); Space C (Building 6, 2nd floor).
   [Itakura Campus] English Lounge: Building 1, 2nd floor. 
   [Akabanedai Campus] Please contact the Administration Section.

LEAP
 (Learning English for Academic Purposes)

LEAPは、留学への扉を開く英語特別教育科目です。正規科目
のため、単位を修得できます（グローバル・イノベーション学科
を除く）英語能力テスト（TOEFL）のスコアアップはもち
ろん、4技能（読む／書く／聞く／話す）の向上、海外の大
学で勉強するために必要なスキルを習得できます。

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

※各キャンパスで実施
    Available on all campuses.

その他、TGLシルバーに52名、TGLブロンズに313名が認定されました。

文学部 英米文学科
文学部 英語コミュニケーション学科
経営学部 経営学科
経営学部 マーケティング学科
社会学部 社会福祉学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際地域学科
国際地域学部 国際観光学科
国際地域学部 国際観光学科
ライフデザイン学部 健康スポーツ学科
総合情報学部 総合情報学科
総合情報学部 総合情報学科

留学は特別なことじゃない
Studying Abroad is  for  Everyone

TGL Gold Certification Awardees List


