
九州大学長期海外留学プログラム 留学報告書 

※帰国後１か月以内に

※学位を取得した者は、

提出してください。 

学位論文の写し

を添付

※提出された情報は、国際交流部HPに

掲載します。（色のついた部分は掲載し

ません） 

してください。 

留学先大学名   タシケント国立教育大学  （国名： ウズベキスタン共和国 ） 

留学先大学院名  

課程等 □修士課程 ・ □博士課程 ・ ☑アジア諸国等における研究 

留学期間   2006年  9 月   ～ 2008年 9月 

九州大学卒業（修了）

年月 
  人間環境学府    2009年 3月 修了見込 

留学期間終了後の進

路（予定） 

１．就職（2008年10月から） 

   ［就職先： 筑波大学                      ］ 

２．大学院進学（    年  月から） 

［進学先：           大学          学府/研究科］ 

３．その他（具体的に：                                  ） 

進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？ 影響したと思われる 

１．留学先大学について 

授業（カリキュラ

ム等）・研究の概

要 

 

 2006年9月から 2008年 9月までのタシケント国立教育大学における研究は順調で

あり、研究成果も一定のものを得ることができたと考えている。 

留学先では主に関連文献の収集を行うとともに、現地大学の指導教授と定期的に

文献分析を行った。所属先の教育学講座が開催するセミナーや教員会議にも毎回出

席するように努め、現地の教育学研究の動向と教育機関のシステムについて把握す

るようにした。  

文献分析と同時に、学校や地域コミュニティでの参与観察、インタビューや各大学

におけるアンケートなどを実施した。このような現地調査の結果は、数本の論文や解

説などにまとめている。2009年 1月には、これらの論文を再構成し、加筆・修正したも

のを博士論文として、九州大学大学院人間環境学研究院に提出し、本年3月に博士学

位(教育学)を授与される予定である。 

また、現地で開催される国際シンポジウムや国際会議にも積極的に参加し、自身

の研究についての報告を行った。このようなシンポジウムは、ウズベキスタンをはじ

め様々な国の研究者と交流を深め、また複数の研究者からは質問やコメント、関連資

料を頂く貴重な機会であった。今後もこの研究交流も活用し、さらに研究を進めていく

予定である。 

 研究の有意義性については、2 年間にわたる現地での資料分析やウズベキスタン

の政策動向分析、地域共同体(マハッラ)についての聞き取りなどを進める中で、同地

域共同体の持つ教育的役割や学校との連携活動の重要さ、現状における問題点な



どが明らかになった。ウズベキスタンの地域共同体と日本の地域社会との関連点も

見受けられ、このことからも本研究が大きな意義を持つものと確信している。 

留学先大学のサ

ポート体制（語学

面／勉学面／精

神面／住居・生

活面など） 

 

 

現地所属大学では、1 ヶ月に一度研究状況報告書の提出を義務付けられていた。

大学院課の責任者に対しては週 1 度近況報告を行っていた。加えて、留学生課(外事

課)でも 1 ヶ月に一度近況を報告するように努めた。何らかの問題や要望などがある

場合は、両課に申請することが可能であった。各課の担当者からは、国際シンポジウ

ムや学内行事の連絡、学内外の教育関係者やその他の紹介などをして頂き、研究や

日常生活における貴重な情報を得ることができた。 

 指導状況としては、現地指導教官より週に 1 回程度、文献分析や研究発表内容につ

いてなどの指導を受けた。文献や研究発表、現地雑誌への論文投稿についての詳細

な説明を受けるなど指導内容も良好であった。また、月 1回の教員のゼミナールや週

1 回の講座の教授や講師たちの会議にも積極的に参加し、研究関連の資料やコメント

を頂くなど、講座教員との関係も非常に緊密なものであった。総じて、大学関係者は皆

親切であり、生活状況や研究の進捗状況などを常に気遣って頂いた。 

留学先大学に対

する感想 

 タシケント国立教育大学は、約 14,000 人の学生を擁するウズベキスタン最大の総

合大学である。学生には首都タシケントだけなくさまざまな地方からの出身もおり、

ウズベキスタンの全体像を把握するには絶好の環境であった。 

 私自身が所属した教育・心理学部教育学講座は、数ある講座のなかでも、自身の

研究に対する意識の高い教員が多いように感じられた。1 か月に 1 回は教育メソッド

セミナーが開催され、各教員らはそこで自身の博士論文や出版物、研究状況につい

て発表し、各教員からコメントやアドバイス、質問を受ける。私自身も、2007年 2月に

このセミナーで報告させて頂き、今後の留学における研究の方向性や研究方法につ

いて修正を行うよいきっかけを頂いた。年度の終わりには、各教員がそれぞれその

年に出版した本や学会発表の報告集、作成に関わった教科書などを持ち寄り、講座

全体で研究成果の総括を行っている。 

 日本では、ウズベキスタンの研究状況について、特に教育学研究の動向はあまり

知られていないが、同講座における教育学研究についての活発な議論や教員相互

に切磋琢磨する環境は特筆すべきことであると考えられる。今後、日本における教

育学研究とウズベキスタンをはじめとした中央アジアにおける教育学研究が相互に

交流し合い、発展していくことを期待している。 

２．事前手続き（ビザ申請など） 

ビザの種類 

 

留学ビザ 

ビザ申請先 在日本ウズベキスタン共和国大使館 

必要書類、手続

き方法 

必要書類：パスポート、申請書、写真（3.5×4.5）、招待状 

手続き方法：まず、留学予定先（この場合はタシケント国立教育大学）から、留学を許

可し、ビザを発給する旨の招待状を受け取る。この場合は、教育大学から直接、在日

ウズベキスタン大使館に招待状が届いた。その後、パスポートの原本と申請書、写

真をウズベキスタン大使館に送り、約 2 週間後にビザが添付されたパスポートを受

領した。在日ウズベキスタン大使館の場合、遠隔地に居住していれば、郵送にてビ

ザ申請を受け付けており、私自身も郵送でビザを受領した。 



手続きに要した

時間 

6 か月（留学ビザ申請にはまず、留学予定先からの招待状が必要であり、その受領

に時間を要した。私の場合、現地調査でウズベキスタンに滞在しているときに留学が

決定したため、教育大学と直接留学の交渉ができたが、日本からやりとりをする場

合、さらに時間を要すると推測される）。 

その他必要な事

前手続き 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

３．日常生活 

日常生活の概

要、感想 

 2005 年のアンディジャンでの暴動事件などから、現地の治安が懸念されたが、留

学中はタシケント市をはじめ、ウズベキスタン全体の治安は比較的落ち着いてい

た。特に、大きな事件に巻き込まれることもなく、現地の友人や日本人滞在者の皆さ

んのお陰で充実した留学生活を送ることができた。 

 現地の友人には、親戚間における伝統行事や宗教行事、婚礼の儀式などに呼んで

頂き、ウズベキスタンの伝統や文化、慣習を知る貴重な機会を頂いた。特に、福岡・

ウズベキスタン交流協会とタシケント国立東洋学大学による福岡短期留学で福岡に

滞在したことのある現地の学生たちには、生活や研究などで多大な協力を頂いた。

彼・彼女たちのお陰で、一人で留学生活を始めるのではなく、心強い友人とともに留

学生活をスタートすることができた。 

また、ウズベキスタンに留学している日本人留学生、日本大使館、ＪＩＣＡ関係者な

どとの交流もあり、研究状況や生活環境についてなど、様々な情報交換を行うことが

できた。タシケント在住の日本人日本語教師の先生方とも懇意にして頂き、大学での

授業見学や弁論大会に招待してもらうなど、ウズベキスタンの教育の多様な側面に

触れることができた。今後も、このようなウズベキスタンでの様々な人的ネットワーク

を活かし、ウズベキスタンや中央アジアについて語りあう共通の場を持つことで、自

身の研究を進めていきたいと考えている。 

 

生活費（月額）及

びおおよその内

訳（円換算で） 

生活費計   約6.5万円／月 

 

（生活費内訳）住居費： 150USドル、 光熱水料： 5,000円(半年分)、  

通学費： 約2,000円、 食費； 約2.5万円、 電話代： 4,000円、  

インターネット代：1,000円、  

書籍代： 1.5万円 （書籍コピー代を含む） 

その他：（具体的に） 

 

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）           円 

徴収された費用の名目を具体的に：  

 本留学は、「アジア諸国等における専門の研究」を目的としたものであったため、授業

料などは支給されない。しかし、現地教育機関や研究機関に外国人が在籍する場合、在

籍料(3,000US ドル/年)が求められる。私自身の場合、福岡・ウズベキスタン交流協会の

藤野会長や元タシケント国立東洋学大学日本語講座長であった金文郁先生が教育省と

交渉を行い、在籍料の支払いは免除となった。在籍料やビザ申請、教育大学からの招待

状など多岐にわたって尽力くださった両先生方には深く感謝している。 



日本から持参し

た方がよいもの 

（ＰＣや変圧器等

の要不要も） 

PC、スキャナ、モバイルプリンター、デジタルカメラ、外付けハードディスク 

変圧器、プラグ 

これから留学す

る人への、日常

生活（治安対策

を含め）に関す

るアドバイス 

 基本的な注意事項（夜間の一人歩きやスリなどへの注意）を守れば、安全な留学生

活を送ることができると思われる。国や地域、言語が異なれば、文化や生活習慣、行

動パターンなどが違うのが当たり前であり、日本と留学先の相違点やギャップを見つ

け異文化ショックを受けるよりも、両国の共通点を見つけ親近感をわかせるようにす

る方がよいのではないだろうか。 

言語についても、母語でないので最初はわからない、相手に通じないのは当然で

ある。言葉を日々、一つひとつ学んでいくなかで、現地の人々とよりコミュニケーショ

ンができ、相手と自身の距離が縮まっていくことに喜びを感じた方が、より充実した

留学生活が可能となると考えている。そのような毎日の積み重ねによって、現地の

人々とのギャップや違和感も解消していくのではないだろうか。 

お金の管理や受

け取り（銀行口

座開設や海外送

金，またはクレ

ジットカード持参

など）について，

貴方の留学先国

で最も適当な方

法を教えてくださ

い。 

 留学生のお金の管理方法はさまざまであり、ある学生はまとめて日本から US ドル

の現金を持参し、銀行口座に預けたり、またある学生はカードキャッシングを利用し

ていた。私自身は日本からまとめて US ドルと日本円を持参し、アパート内に保管す

る、信用のおける現地の方に預かって頂く、アパートの家賃などを数か月分前払い

する、などの方法を取っていた。 

銀行口座に預ける日本人も増えており、また利子も日本よりも高いということなの

で、口座を開設し銀行にお金を預けるのもよいかもしれない。なお、ウズベキスタン

の首都タシケントではホテルなどで日本円からウズベクスムに両替することが可能

であるので、手数料を考えると US ドルやユーロと同時に日本円を持参するという手

段もあるといえる。 

４．住居、生活環境 

住居の種類（○を

つける）  ・寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（                 ） 

住所／ 

電話番号 

Byuk Turon St 73, Room 154 Tashkent UZBEKISTAN 

+99871-253-68-51 

費用（月額） 150USドル 

どのようにして

見つけたか 

知人の紹介 

今後、同大学・地

域への留学希望

者に伝えたい地

域情報、生活情

報 

 

 近年のウズベキスタン、特に首都のタシケントでは物価の高騰が激しく、それに伴

いアパートの家賃なども高騰している。留学 1 年目におけるアパートの家賃の相場

は、学生が住むようなレベルで 100USドルから 150US ドルほどであったが、私が帰

国する直前では、約 300US ドルに跳ね上がっていた。食料品や公共交通機関の運

賃も同様で、1回180スム(約18円)で乗れていた地下鉄やバスが帰国時には 300ス

ムとなった。現在はさらに値上がりし、1回400スムであるという。 

 ウズベキスタンの物価高騰は今後も続くと予想されるため、限られた奨学金のなか

から、研究経費や書籍代、地方調査のための費用を確実に捻出することが重要であ

る。 

 



５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト 

サイト名 ＵＲＬ コ メ ン ト 

外務省、スラ

ブ研究センタ

ーなど 

  

６．留学期間終了後の活動予定 

本プログラムでの派遣者は、留学期間終了後、①大学や研究機関等において我が国の国際競争力の強化や国

際社会への知的貢献に資する教育研究を行う意思があること、②国際機関等の中核的な職員として国際貢献に資

する活動を行う意思を有すること、③またはこれらに類する活動を行う意思を有することが申請条件となっていま

す。これを踏まえて、今後の活動予定・活動計画を記入してください。 

 2008年 9月の帰国後、同年 10月から筑波大学大学院人文社会科学研究科国際地域研究専攻担当の

準研究員として勤務している。同専攻では中央アジア英語特別プログラムが特設されており、日本に帰

国後も中央アジアの研究者や学生、各省庁職員などとさまざまな分野で交流ができる貴重な環境を頂い

ている。 

 自身の研究についても、九州大学や筑波大学で諸先生方にご指導頂きながら、留学中の研究成果を

博士論文としてまとめ、2009年1月に九州大学大学院人間環境学研究院に提出した。既に、口述試験や

学府教授会での審査も終えており、2009年3月に博士学位(教育学)を授与される予定である。 

 今後は、日本の教育学界や中央アジア地域研究の場で発表や論文投稿を行うだけでなく、国際学会や

国際シンポジウム等での報告と国際誌への論文投稿をメインとして研究を進めていきたいと考えてい

る。また、各国研究者とのネットワークを核とした共同研究や書籍の出版なども視野に入れるとともに、

アカデミックな場だけではなく、国際機関や小学校などの各教育機関、地域社会における生涯学習の場

などでのアウトリーチ活動を実施することによって、広く自身の研究成果を社会に還元していく予定であ

る。 

７．その他の特記事項 

特に交換留学(短期留学）との違い（学業面や生活面、異文化への適応など）や、今後、本プログラムへの申請を

検討している学生へのアドバイスなどを記入してください。 

 文部科学省大学教育の国際化推進プログラム（長期留学支援）による留学のなかでも、「アジア諸国等

における専門の研究」は学位取得を目的とするものではないため、授業への出席やレポート、課題の提出等

を特に求められない。その分、自身の研究計画の立て方や研究の進捗状況などを厳密に把握し、自己評価を

行う必要があるといえる。 

 しかし、貴重な海外での数年間を研究や研究業績だけにとらわれるのは非常に惜しいことでもある。現地で

の生活を支えてくれるのは、現地の諸先生方や友人、親しい家族、現地に滞在する日本人の方々、そして日

本から応援してくださる先生方や留学生課の方々、友人たちや家族である。留学中、現地でしか出会えない

人々が数多くいるはずである。あるときは論文や調査に集中しながら、またあるときは現地の人々に溶け込

んで研究のストレス発散をしたり、現地の習慣に触れながら、メリハリのついた留学生活を送ることが重要な

のではないだろうか。 

そのような人と人との交流を通して、国籍や人種、言語や文化などは違っても、同じことに悩み喜んでいる

姿を垣間見るとき、人間は根本的に同じなのだということに気付くのかもしれない。今後、本プログラムによっ



て海外留学を実現しようとしている方々の留学が充実し、また飛躍に満ちたものとなるよう、心から願ってい

る。 

 


