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海外派遣留学プログラム月間報告書 

(報告期間：2018/12/01～2018/12/31 ) 

                                               

１． 勉学の状況 

Finnish 2 今月はテストがありました。まだまだわからないこと、覚えきれないことばかりでは

ありますが、振り返ってみるとフィンランドに来た当初に比べてかなりできることは増えたよう

な気がします。街での買い物やカフェでのオーダーならフィンランド語でできるようになったの

でとりあえずは週３回フィンランド語に費やした成果がでているのではないかと思います。テス

トが近づくにつれ授業に姿を見せなくなってしまったクラスメイトもいたりと、なかなか大変な

授業ではありましたが、授業の最後には先生が小さなクリスマスパーティーを開いてくれるなど、

アットホームな雰囲気で受講することができました。この授業を通して、言葉だけでなくフィン

ランドの文化等についても学ぶことができたので良かったです。 

 

Content and Language Integrated Learning 通年で開講されている授業で、英語（外国語）を

使って他教科の授業を行う方法を学んでいます。今月は、小学校で見学した授業について意見交

換をし、外国語の指導法や留意点などについて話し合いを行いました。今学期中、様々な国から

来た留学生との意見交換や授業見学を通して、教科を超えた様々な指導法を学ぶことができまし

た。来学期も続く授業なので、これまで学んだ知識を元に、より多くの指導法について学んでい

きたいと思います。 

 

Language，Literature and Culture 小学校で英語の文学や文章を扱う授業を考えるという授業

です。今月は授業のまとめとして各自が小学校で行った英語の授業についてクラス全体で振り返

りを行いました。それぞれ扱った題材や授業を行った学年が異なっていたため、工夫をした箇所

や生徒が興味を持った箇所なども異なっており、とても勉強になりました。この授業を通して

様々なアクティビティの方法や、授業を進める上での注意点などについて学ぶことができました。 

 

Guide to Finnish Education オンラインのコースで、フィンランドの教育システムについての

動画を見たり論文を読み課題を出すという形で勉強を進めていました。全ての課題が終わり、フ

ィンランドの幼児教育から職業教育まで、一連の流れや特徴について知ることができました。課

題を進めていく上でフィンランドだけでなく他の国の教育事情などについても意見交換をする

機会もあったので比較もでき面白かったです。 
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２． 生活の状況 

フィンランド語で 12 月のことを joulukuu (joulu=クリスマス、kuu=月) というのですが、そ

の名の通り今月は町中がクリスマスムードになっており、フィンランドの人たちがクリスマスを

心待ちにしている様子が伝わってきました。冬至の今月は太陽を見る時間は少なかったのですが、

雪が降っているおかげで夜でも明るく感じられました。今月は冬休みに入りいくつか旅行にも行

っていたのでそのことについても少し触れたいと思います。 

上旬に 5 日間ほど、ロヴァニエミというフィンランドの街に旅行に行っていました。ロヴァ

ニエミはフィンランドの中でも北に位置している街で、北極圏をまたぐように位置している街で

す。そして、サンタクロースのふるさとでもあります！フィンランドに来たらぜひ行きたいと思

っていた場所の一つでもあったのでクリスマスシーズンのこの時期に行くことができて良かっ

たです。旅行中はコテージに泊まっていたのですが、そこでフィンランド式のサウナに入り、雪

の降るなか外で涼み…というフィンランドらしいサウナを体験することができました。 

サンタクロース村         雪の中でハイキングをしました 

 

そして今月中旬にはオーストリアのウィーンとチェコのプ

ラハに行ってきました。どちらも北欧とはまた違う雰囲気で、

フィンランドに比べると大きくて豪華な建物が多いというイ

メージでした。特にウィーンは町中至る所でコンサートが行わ

れていたり、美術館がたくさんあったりと、芸術の街だなと感

じました。そして、クリスマス前の時期だったこともあり、ク

リスマスマーケットもたくさん見てくることができました。ク

リスマスならではの食べ物が売っていたり、クリスマス飾りが

たくさん売っていたりと、ヨーロッパのクリスマスを感じるこ

とができる場所でした。日本ではなかなか感じることは少ない

ですが、ヨーロッパでは子どもからお年寄りまで、クリスマス

を楽しみにしている様子が感じられました。 

 

 

プラハのクリスマスマーケット 
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またフィンランドでは、ホストファミリーがクリスマスの

ディナーに招待してくれ、一緒にごはんを食べてサウナに入

るというフィンランドらしいクリスマスを過ごすことができ

ました。また、今月下旬には雪が積もっていた日も多かった

ため、ホストファミリーと一緒に近くの森にハイキングに行

きました。映画の中にいるような一面の銀世界の中でのハイ

キングはとてもいい経験になりました。 

 

 今月は冬休みということで、授業期間中にはできないような経験をたくさんすることができま

した。来月からは新学期ということで時間割も変わるため、これまでとはまた違った生活になる

と思いますが、この秋学期に学んだことを生かしつつ、より多くのことを学び、経験していける

よう引き続き頑張りたいと思います。そして、早いもので留学も折り返しに来てしまったので、

ここでの生活を思う存分楽しみたいと思います！ 

ウィーンのクリスマスマーケット 

 

ウィーンのオペラハウス 
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海外派遣留学プログラム月間報告書 

(報告期間：2019/01/01～2019/01/31 ) 

                                               

１． 勉学の状況 

冬休みが明け、新学期が始まりました。生活や授業にも慣れてきたので、今期はもう少し自分の

専門分野の授業に力を入れていきたいと思っています。 

 

Information Technology and Acquiring Information 2 IT をどのように教育に取り入れていく

かについての授業で、毎週さまざまなソフトやアプリの使い方について学んでいます。今まで学

校見学にいく中で、フィンランドの教育では日本以上に ICT が使われているという実感があった

ため、より多くの新しい使い方を学ぶために受講することにしました。実際に、今まで使ったこ

とのなかったアプリの使い方や、Excel などの便利な使い方など、知らなかったことを学ぶこと

ができているので楽しいです。ここで学んだことを、今後学校などでも使っていきたいと思いま

す。 

 

Content and Language Integrated Learning 通年で開講されている授業で、英語（外国語）を

使って他教科の授業を行う方法を学んでいます。今月の授業では、CLIL の教育を行うためにど

のような力が必要になるかなどを、授業の具体例などを通して学びました。理科の授業を英語で

行うときの工夫や、一つの写真からテーマを広げ、五感を使って学ぶような授業まで、おもしろ

い授業の例がたくさんありました。色々な角度から物事を捉えることの大切さがわかったので、

今後の授業などにぜひ取り入れていきたいと思いました。 

 

Academic Language Development 1 この授業では、論文などアカデミックな文章の読み方や

書き方などについて学んでいます。アカデミックな内容の授業なので、論文を読んだり文章を書

いたりと少し難しい内容も多いのですが、他の授業においても役に立つような知識も多いため、

たくさんのことを吸収できるよう頑張りたいと思います。 

 

Creative and Cultural Language Development この授業では、英語の音の指導法や、アクテ

ィビティなど、主に小学生など、英語学習の初期の子どもたちへのアプローチの仕方を学んでい

ます。主な内容は子どもたちへの指導法ですが、私自身にとっても毎回新しい発見があり、楽し

みながら授業を受けています。「英語」と「ローマ字」の発音の違いにも気づくことができたり

と、私自身にとっても言葉を見直すいい機会になっているなと感じています。来月以降、実際に

小学校へ行き子どもたちとアクティビティを行う機会もあるため、それも楽しみです。 
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Teaching Practice for International Students 今学期は、留学生向けの教育実習の授業を受講

しています。学期を通して大学の附属小学校に見学へ行き生活の様子や授業の様子について学び

ます。秋学期にフィンランド教育のシステムについて勉強をしていたので、それを元に実際の学

校の様子を知ることができたらと思います。私の配属学級は 2 年生になりました。今後、文化

紹介の時間なども設けていただけるようなので、子どもたちとコミュニケーションを取りながら、

子どもたちにとってもいい影響を残せるといいなと思います。 

 

２． 生活の状況 

 今年は、ロンドンで年越しをしてきました！新年ということで街はとても賑やかで、カウント

ダウンの花火や新年のパレードなど、年始ならではのイベントも見ることができました。今まで

写真でしかみたことのなかった景色を見ることができ、とてもいい思い出になりました。 

 

 

学校生活に関しては、新学期ということでたくさんの留学生がまた新たにやってきました。前

期にあまり関わることのなかった国の留学生とも話をしたり出かけたりする機会があったので、

せっかくの機会を無駄にしないよう、いろいろな国の留学生と仲良くなれたらと思います。 

 

 そして今月は、気温が低い日も多く、-20 度を

下回る日も度々ありました。自分の息の水蒸気

で髪の毛が凍るなど、日本ではなかなか感じる

ことのできない冬を体験できています。今月は

近くのスキー場までスキーにも行きました。寒

さは大変なこともありますが、北欧ならではの

冬を楽しんでいます。そして最近は、湖の上で

スケートやクロスカントリーをしている人も

よく見かけるようになったので、私も今度挑戦

してみたいなと思います！ 
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 今月は、今まで以上にあっという間に過ぎていってしまったような気がしています。1 年と思

っていた留学生活も残すところあと 3 ヶ月ほどになったので、残りのフィンランド生活がより

充実したものになるよう、今期も頑張っていきたいと思います！ 
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海外派遣留学プログラム月間報告書 

(報告期間：2019/02/01～2019/02/28) 

                                               

１． 勉学の状況 

 

Information Technology and Acquiring Information 2 IT をどのように教育に取り入れていく

かについての授業で、毎週さまざまなソフトやアプリの使い方について学んでいます。今月は主

にプログラミング教育について学びました。プログラミングといっても文字を打ち込んでコード

を勉強するようなものではなく、ゲーム感覚で指令の書かれたブロックを組み合わせていくアプ

リを使って、プログラミングの基本的な仕組みを学びました。日本でも今後プログラミング教育

が始まるということもあり、楽しく機械の仕組みを学ぶことができる指導法について学びたいと

思います。 

 

Content and Language Integrated Learning 通年で開講されている授業で、英語（外国語）を

使って他教科の授業を行う方法を学んでいます。今月は、ゲストスピーカーの先生から授業を受

ける機会があり、その中で、体育や算数と組み合わせた言語教育の方法について学びました。授

業や勉強というと教室の中で机に座ってというものを想像しますが、今回の授業は体育館のよう

なところで行いました。ボールを使って鬼ごっこをしながら英単語を勉強したり、体を動かしな

がら算数の計算をしたりというような授業の方法を学ぶことができました。勉強をしている、と

いう感覚があまりないまま活動が進んでいき、また、大学生の私たちでも楽しみながら受けるこ

とができたので、小中学校に取り入れるにはとても効果的なのではないかと思いました。 

 

Academic Language Development 1 この授業では、論文などアカデミックな文章の読み方や

書き方などについて学んでいます。今月は、小学校の授業の様子のビデオを見て、どのような言

語指導をしているかなどを分析したり、論文を書くにあたってどのようなフレーズや単語を使う

べきかなど、少し専門的なところについても学びました。これから、自分の興味のあるテーマに

ついて深めていくところに入るので、授業内でのディスカッション等を通して多くのことを学ん

でいきたいと思います。 

 
Creative and Cultural Language Development この授業では、英語の音の指導法や、アクテ

ィビティなど、主に小学生など、英語学習の初期の子どもたちへのアプローチの仕方を学んでい

ます。毎回、新しいアクティビティの方法や授業づくりのアイデアをもらえるので楽しく授業を

受けています。授業で英語のスペルと音の関係性などについても学んでいるのですが、一緒に授



A4-2 
 

ver.2 
 

業をとっている英語のネイティブスピーカーの学生にとっても英語に関して新しい気づきがあ

るみたいです。ネイティブでないからこそ気がつく部分もあるということがわかって面白いなと

思います。 

 

Teaching Practice for International Students 今学期は、留学生向けの教育実習の授業を受講

しています。今月は何度か実際に小学校へ行き、授業や一日の授業の流れを観察することができ

ました。配属が 2 年生ということで授業が全てフィンランド語なので細かい部分の理解は難し

いですが、授業の様子を見ているだけでも日本で私が受けてきたものとは全然違うなと感じます。

また、２月ということもあり、体育の授業の時に氷を張った学校のグラウンドでスケートの授業

をしていたのが印象的でした。さすが北欧だなと思いました。来月は、もう少し上の学年の授業

の様子も観察に行きたいなと思っています。 

 

２． 生活の状況 

 

 年が明けてから時間が過ぎるのがとても早く感

じます。特に、時間の流れを感じるのが日の長さ

です。最近やっと、朝カーテンを開けると日の光

が入ってくるようになりました。気温も少し暖か

い日が出てきたり（今年の冬は例年よりも暖かく

なるのがとても早いそうです）、春の訪れを感じて

いる毎日です。ここ数ヶ月、長い冬が明けるのを

心待ちにしていたのですが、いざ冬が終わり、綺

麗な雪景色が見られなくなってしまうと思うと少

し寂しいものがあります。冬が終わるのとともに

留学生活の終わりも近づいてきているんだな、と

最近少し実感するようになりました。 

 

 今月の初めに、レッドブル・クラッシュドアイスという、アイスクロスというスポーツの大会

がユヴァスキュラで開催されていたので観戦に行ってきました。普段はとても静かな町なのです

が、この日はたくさんの人で盛り上がっていました。なかなか普段馴染みのないスポーツではあ

りますが、目の前をすごいスピードで通り過ぎていく選手たちの迫力はすごかったです！日本人

の選手も参加していたようでした。外で行われるレースだったので見ている間はとても寒かった

ですが間近で見ることができとても面白かったです。 

冬になると湖の上が道路やスケートリンクになります！ 
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 そして今月は、来年日本に留学に来るフィンランドの学生と会う機会があり（千葉大にくる学

生にも会いました！）、一緒に節分に恵方巻きを作りました。フィンランドにいると日本の季節

の行事を意識することがなかなかありませんが、外国人にとっては不思議なものだったり、日本

人の私自身も意外とその由来を知らないことがあったりと、たくさんの発見があります。ここで

出会ったフィンランドの学生と日本に帰ってからまた会えるのが楽しみです。 

 

 今月前半には、１週間ほどアイスランドへ旅行に行ってきました。北欧に来たからには一度訪

れてみたかった場所だったので、行くことができてよかったです！見渡す限りの自然の中にある

一本道を抜け、迫力のある大きな滝を見たり、水色に輝く氷河を見たり、満点の星空の中でオー

ロラを見たりと、書ききれないくらいのたくさんの自然に触れることができました。他のヨーロ

ッパの国々のような歴史ある有名な建物は少ない国ですが、豊かな自然に溢れており、目が釘付

けになるような素敵な景色にたくさん出会うことができました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もう少しでタームの区切りということもありこれから少し課題が忙しくなりそうですが、勉強

もその他の生活も充実させつつ、春が来るのを楽しみに待とうと思います。 

 

 

大会の様子 

水しぶきで虹が見えました ダイヤモンドビーチ 
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小学校の教室 
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世界遺産に登録されているRaumaのOld Town 
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ノルウェーのフィヨルド Trolltunga 

スウェーデンの桜 
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海外派遣留学プログラム月間報告書 

(報告期間：2019/05/01～2019/05/14) 

                                               

１． 勉学の状況 

 

 留学も終わりに差し掛かり、授業が４月で全て終わってしまったため、今月は大学で受ける講義はありません

でした。学期末ということで、今までの総復習も含め課題のレポート等に取り組んでいました。 

 

２． 生活の状況 

 

長いと思っていた留学もついに今月が最後になってしまいました。雪も溶けて、春を感じられる日も多くなってき

ました。先月は少し残っていた湖の氷も今月にはすっかり溶けきっており、夏至に近づくにつれて日照時間も日

に日に長くなっています。 

 

今月は、授業が終わったこともあり、帰国の準備と、最後に友達とパーティーなどをしていました。帰国に向けて

の名残惜しさもありましたが、１年間の荷物の整理と、帰国に向けての書類の手続きなどもあり、楽しくも忙し

い日々が続きました。 

 

雪が溶け、暖かくなってきたので、フィンランド人の友達と一緒に、近くの公

園でディスクゴルフをしました。ディスクを投げながら、森の中にあるコースでゴ

ールを競うもので、日本ではあまり触れることのないスポーツかと思いますが、

フィンランドでは馴染みのあるスポーツのようです。木々を避けながらディスク

をコントロールしてゴールを目指すのはなかなか難しかったですが、自然の中

で行うディスクゴルフはとても楽しかったです。 

 

また、今月は、多くの留学生が帰国間近ということもあり、友達と集まって

パーティーなどをしていました。料理を持ち寄ったり、バーベキューをしたりと、最後のフィンランド生活を存分に楽

しむことができました。 

 帰国前には、数日間ヘルシンキ市内に滞在

し、世界遺産である Suomenlinna（スオメン

リンナ）に行ってきました。ヘルシンキの街中か

らフェリーで 15分ほどの群島で、フィンランドがス

ウェーデンの一部だった 18 世紀に建設された

要塞です。スオメンリンナは、フィンランド語で「フ
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ィンランドの要塞」という意味を持ちます。戦争の際に要塞として建設された場所ですが、現在では、綺麗な景

観と、重要な建造物が多く残っていることから、世界遺産に登録されています。訪れていた人も多く、天気も良

かったため景色もとても綺麗でした。 

 

 楽しい時間はあっという間に終わってしまい、日本への帰路につきました。帰国の際も来た時と同じ航路で帰

ってきたのですが、留学生活が始まった時のことや、１年間の様々なことを思い出しながら帰ってきました。去年

は不安でいっぱいの中降り立った空港でしたが、この１年間でわかることも増え、少しは成長できたのではない

かと思います。もう少しフィンランドで過ごしたかったという気持ちも大きかったのですが、それも、この１年間で多

くのことを経験し、学び、充実した毎日を送ることができたからこそだと思います。この１年で学んだことを自分の

糧にして、今後の大学生活や、大学卒業後の生活でもチャレンジ精神を持って、この１年に負けないくらい充

実した毎日を送りたいと思います。 

 

 １年間お付き合いいただきありがとうございました！Moi moi :) 




