
九州大学長期海外留学プログラム 留学報告書 

※帰国後１か月以内に提出し

てください。 

※学位を取得した者は、学位

論文の写しを添付してくださ

い。 

※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） 

留学先大学名 Wageningen University ワーへニンゲン大学                 （国名：オランダ） 

留学先大学院名 Wageningen University ワーへニンゲン大学                  

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    2008年   9月   ～       2010年   8月 

九州大学卒業（修了）年月      農  学部 
 2008年   3月 

卒業 

留学期間終了後の進路（予

定） 

○１．就職（    年  月から） 

   ［就職先：現在求職中だがNGO団体    ］ 

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？ 多少影響した 

１．留学先大学について 



授業（カリキュラ

ム等）・研究の

概要 

 

 ワーヘニンゲン大学の修士プログラムは９月に始まり、２年間で120ECTS(European Credit Transfer System;欧

州単位互換制度)単位を取得することとなる。単位は勉学に費やした時間数で決められており、１単位は２８時間

の学習に等しい。学年度は、５つの学期に分けられ、それぞれ講義、自習期間、試験期間を含む。私の場

合、授業は１年目で終えた。 

 Wageningen大学のユニークな特徴であるが、すべての修士プログラムでacademic master clusterとイン

ターンシップが必修になっている。Academic master clusterでは、一学期間、他専攻の学生らとチームを作

り、クライアントから研究プロジェクトを請け負って実際のコンサルタントのような体験をする。インターンシ

ップでは、２学期分を割き、オランダ内外問わず、インターン先の私は２年目にこれらを始めた。そして、２

年間のプログラムの核となるのが、修士論文を書くことによって完成される研究プロジェクトである。 

 授業については必須科目をコアに中心に据え、自分の専門である開発経済学や農村金融などの講

義を取り、組み立てていった。１学期は２ヶ月弱と短く、１学期には２つの授業しか取ることができない

ため、必須科目でそのほとんどが埋まる感じであった。 

 研究のテーマは、「カンボジアにおける有機米に対する小規模農家の流通嗜好」とし、２ヶ月間のフ

ィールドワークを含む半年間のプロジェクトを組み立てた。 

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） 

 

 

 語学については最初に英語の語学テストがあり、必要に応じて大学内の語学センターで英語のレッ

スンを受けることができる。 

 勉学については、先生に相談することはもちろん、授業に Tutor がつくこともある。学生ひとりひとり

に Study Advisor というアドバイザーがつくので、必要に応じて相談できる。なお、プログラムの組み

立てや受講する授業についてもすべて Study Advisor と相談して決めることになっている。ただし、イ

ンターンシップ先を探したり決めたりするなどは規定があるのみで全て学生に任されており、特に大

学からのサポートは得られなかった。入学前に自分で大体の目安をつけておく必要がある。 

 Student Dean と呼ばれる人やカウンセラーが大学に常駐しているので、何か問題（精神的な問題も

含めて）があれば相談することができる。また大学には簡易病院もあり、予防接種など受けることが

できる。 

 住居は新入生（留学生）に対しては大学が学生寮を手配してくれることとなっている。 

 新入生を対象に大学が行っているAnnual Introduction Days (AID)というイベントが年度の初めに毎

年行われており、これによって新入生が町の様子・大学の様子などを知ることができるようになって

いる。 

留学先大学に対

する感想 

 Life Scienceに特化した大学ということで、ありとあらゆる農業系の研究組織がここに集まっている。

大学の周辺には企業の研究施設も多く見られ、企業との共同研究が頻繁に行われているようだ。食

品関係では世界でもトップレベルだが、社会科学系は Wageningen 大学にとってはまだまだ新しい分

野という印象を受ける。 

 修士プログラムでは留学生がほぼ半数を占めるため、国際色豊かである。多少オランダ語が分か

らないことで苦労するときはあったものの、キャンパス内では英語が主な言語である。ちなみに大学

を取り囲んでいる Wageningen という町も、留学生や研究者が多いためか、すべて英語で生活が送れ

る。 

 現在新しいキャンパスを建築中である。施設も比較的新しく、研究するには快適だと思う。 

２．事前手続き（ビザ申請など） 

ビザの種類 

 

ビザは必要ないが、滞在許可証が必要。 



ビザ申請先  

必要書類、手続

き方法 

日本で出生証明証をとり、Apostille 認証を受けることが必要。出国前に外務省で手続きをしていく（郵

送でのやりとり可）。 

オランダ入国後に滞在許可証を発行してもらうことととなり、ハーグの在オランダ日本大使館へ赴く必

要がある。 

手続きに要した

時間 

国内で１週間、オランダで１週間ほど。 

その他必要な事

前手続き 

住民登録の変更など（日本で） 

現地の住民登録（オランダで）また滞在許可証は一年毎に更新する。 

３．日常生活 

日常生活の概

要、感想 

 Wageningen はまず環境がよい。空気が澄んでいるので、落ち着いて勉強や研究する環境が整って

いる。冬は日照時間が短く、暗い感じになるが、その分夏(６月頃から)はとても過ごしやすい。 

 日常生活では自転車が主な交通手段である。前述した通り、町では英語が通じるので、日常生活で

とくに苦労することはなかった。 

 オランダ国内は２－３時間あればどこでも電車で行けてしまうため便利であるが、Wageningenから駅

までの距離を別に考慮しなければいけない。 

 Wageningenでは授業を受け、その予習・復習に追われる日々だったが、週に１回練習がある吹奏楽

のクラブに入っていたのでよい気分転換になった。２年目になるとインターンシップや修論のための

調査であちこち動いたのでオランダを離れていた時期が長かったため、活動は止めざるをえなかっ

た。 

生活費（月額）及

びおおよその内

訳（円換算で） 

生活費計  約85,000円／月 

 

（生活費内訳）住居費：36,000円、 光熱水料：0円(住居費に含まれる)、 通学費： 0円、 食費；15,000

円、 電話代：3,000円、 インターネット代：0円 (住居費に含まれる)、 書籍代：10,000円  

その他：（具体的に）都市への交通費、服飾費、生活用品にかかる費用など 

 

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）  9,600ユーロ／年 

（徴収された費用の名目を具体的に：Living Allowance としてひと月800 ユーロを一年分、事前に大学

へ支払い、毎月大学が返金してくれた。生活保障の証明になっているようだ。） 

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は持参すべき。電化製品はやはり日本が充実しているので、何か買う予定があれば事前に準備

した方が良いかもしれない。変圧器について私は特に必要を感じなかったが、日本の製品を使うた

めには変換プラグが必要。これは持参した方がよい。 

 たいていの物は手に入るので、荷物は最小限でも大丈夫だが，平均身長が世界一のオランダでは

洋服のサイズが大きいため、小柄な方は事前に揃えていった方が無難。 

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 

 オランダでは最も設備の整っているスポーツセンターがあり、講座なども充実しているようなので、

スポーツの好きな人は利用すると良い。 

 Wageningen での治安はとくに危険というわけではないが、スリ・盗難などは起こっている。そしてア

ムステルダムなどの大都市になると話は違ってくるので、しっかり情報収集をしてください。見落とし

がちなのが、電車の中での治安で、かなり悪い。私自身も被害にあったが、電車内でのバックパック

の盗難が頻発している。頭の上の網棚や隣の席に置いたときでさえ、常に目を配っておくこと。 

 それから自転車が主な交通手段だが、フットブレーキだったり日本人には大きめのサイズであった

りするので、できるだけ自分にあったものを選び、交通事故に注意してください。 



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。 

トラベラーズチェックは銀行でさえ扱っておらず不便。オランダ国内でも大きな駅にある両替所でのみ

現金と替えてくれる。 

銀行口座はかならず開設する必要がある。銀行のカードを使ったChip Knipが大学の施設における支

払い（コピー機や学食での支払い）の唯一の手段となっているためだ。その他、インターネットバンキ

ングで振込みなどお金のやりとりをする場合が多く、またデビットカードも日常的によく使われる。そ

のため口座を持っていると便利。 

海外送金は２回、年度の初めに大学への支払いとして行った。これは学費＋Living Allowance の額で

ある。前述したように、生活費はLiving Allowanceで毎月大学から戻ってくるため、お金の管理にはあ

まり困らなかった。 

それ以外でお金が入り用なときのためにクレジットカードを使えるようにしておくとよい。 

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 

Dijkgraaf 

固定電話はなし 

費用（月額） 約280ユーロ 

どのようにして

見つけたか 

入学時に大学が自動的に登録し、割り当てられていた。とくに住居に関して希望などは出していな

い。不動産Idealisが大学の寮などを管轄している。 

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 

 

お国柄に加え地方であることも重なり、皆ほとんど外食をしないので、外食がとても高くつきます。そ

ういうわけで学生はほぼ自炊することになります。 

現在学生数が増えているため、2010 年時点で Wageningen はかなりの住宅難で、学生寮に入れるだ

けでもありがたいという感じです。この後改善するといいのですが、もう少しこの状況が続くかもしれ

ません。 

地方であるものの、生活するのには困りません。オランダは日本と違い、小売店がしっかり残ってお

り、それぞれ専門の店で買い物をします。その点に最初は戸惑うかもしれません。スーパーはたくさ

んあり、食料品や少量の日用品を手に入れることができます。また、町では有機農産物が簡単に手

に入り、また農家に赴いてお店ブースで直接購入することもできます。 

水曜日と土曜日には広場に市が立ち、新鮮な野菜や果物、その他食料品が手頃な価格で手に入る

のでおすすめ。町に一番活気がともる日です。 

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 

Wageningen 

University 

ポートフォ

リオ・オラ

ンダニュー

ス 

オランダ留

学～生活

すいすい

～ 

http://www.wageningenuniversity.nl/nl 

 

http://www.portfolio.nl/ 

 

 

 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info_ne_b.html

大学のHP 

 

オランダについてのニュース、生活情報などが載っ

ている。 

 

留学生のためのお役立ち情報が満載。 

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。 

 今後はNGOなどで働くことを目指している。これまで学ばせていただいたことを生かして、農村開発の中でも特に実地

的な面からアプローチしていきたい。日本の農業の現場と途上国の農村を結び、双方にプラスになるような仕組みづくり

ができたらと考えているため、今後数年は日本の農業の現場に焦点を当てていきたい。 

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。 

 長期海外派遣プログラムでは、自分で大学を選べる、つまり大学を選ぶのに何の制限もないということが交換留学と

の大きな違いである。そのため、大学選びにはじっくり時間をかけるべき。どのような研究をしたいのか、どのようなスタ

イルで勉強したいのか、国によって大学のあり方も異なれば、教授法、試験の方法も異なるので、いろいろな人に話を

聞いて自分に合った大学を熟考していただけたらと思う。 

 交換留学生ではなく、正規の学生という立場が与えられるのは、メリットであるが、その一方で甘えは通用しなくなる。

たくさんのメリットを享受できるよう積極的に動いてみてください。 

 大学院は語学でつまずいてしまうともったいないので、語学面ではしっかり準備をして臨むべき。 

 また論文を書くのも長丁場になり、自分との戦いのようになるので、メンタル面での調整はこまめに行った方が良い。

留学すると否応なく自分の世界が狭まってしまうので、意識的に広げる努力をするとよい（日本にいる友人や家族とまめ

にコンタクトを取る、新しい会合には顔を出してみる、友達を定期的に食事に招く、等々。）自分なりの気分転換やストレ

ス発散のための方法を探しておくことはおすすめです。 

 


