
九州大学農学部 グローバル人材育成推進事業 

国際的視野を持ったアグリバイオリーダーの育成 

 

海外大学での問題解決の科学体験プログラム 

～ベトナム国立農業大学で生物資源フィールドワークをしよう～ 

プログラム実施報告書 

 

 

 Ⅰ．プログラム概要  

 

◎実 施 期 間  平成２６年８月１８日（月）～ 8月３１日（日）  

 （平成２６年８月１７日（日）出発、９月１日（月）帰着）  

 

◎実施場所・大学  ベトナム社会主義共和国ハノイ市・ベトナム国立農業大学（旧ハノイ農業大学）  

 

◎参 加 者 九州大学 ９名（３年生４名、２年生５名） 

 ベトナム国立農業大学 ５名（３年生３名、２年生２名） 

                   ※９月入学のためこの時期は進級直前 

 

◎宿 泊 先 ベトナム国立農業大学近くのホテルおよびフィールドトリップ先のホテル 

 

◎引率スタッフ 藤田 大輔  九州大学大学院農学研究院 講師 

 小松 ほたる 九州大学農学部グローバル人材育成推進事業プロジェクト支援員 

 野田 寿美香 九州大学農学部グローバル人材育成推進事業プロジェクト支援員 

 

◎募集について ◆募集対象：九州大学農学部生 

 ◆募集期間：平成２６年５月１日（木）～５月２９日（木） 

 ◆周知方法：①ポスター掲示 ②学生ポータルでの通知 ③教室でのビラ配布 

 

◎費 用 ◆航 空 券：１１5,４７０円 

 ◆査証取得費用：7,500円 

 ◆ハロン湾ツアー：90ドル 

 ◆SIMカード代：10ドル 

 ◆そ の 他：海外旅行保険料、観光、食事、移動費用等 

 

◎奨 学 金 独立行政法人日本学生支援機構より1人70,000円支給 

 （支給要件を満たす場合） 

 

◎海外旅行保険 海外留学生安全対策協議会(JCSOS）の危機管理サービスと提携する東京海上日

動火災保険株式会社の海外旅行保険に加入。費用はプラン・渡航期間による。 



◎スケジュール 

8/17（日） 
福岡国際空港発（11:35） ⇒ バンコク国際空港着発（14:55 – 17:50） ⇒ ハノイ

国際空港着（19:40） ⇒ 大学近くホテル（22:00 頃） 

8/18（月） 

午前：オリエンテーションおよび講義 

昼食：ウェルカムランチ 

午後：講義 

8/19（火） 
午前：グループ調査オリエンテーション 

午後：チームワーキング（グループに分かれての農家への質問票作り） 

8/20（水） 

グループ調査 

フンエン 

 

午前：移動 

午後：トウモロコシ農家訪問 

ハノイ 

 

午前：野菜果樹研究施設訪問 

午後：果樹農家訪問 

フト 

午前：移動 

午後：研究所（Northern 

Mountainous Agriculture and 

Forestry Institute）訪問 

8/21（木） 
午前：果樹農家訪問 

午後：畜産農家訪問 

午前：蘭農家訪問 

午後：開花鉢物農家訪問 

午前：お茶農家、加工施設訪問 

午後：果樹農家訪問 

8/22（金） 午前＆午後：米農家訪問 
午前：野菜農園モデル見学 

午後：VAC 農家訪問 

午前：野菜農園モデル見学 

午後：養豚場訪問 

8/23（土） 

Ba Vi フィールドトリップ 

午前：キャッサバ農園訪問、お茶農園訪問 

午後：パイナップル農園訪問 

8/24（日） 終日フリー ハノイ市内観光 

8/25（月） 
午前：講義 

午後：講義、ラボ訪問 

8/26（火） 終日：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

8/27（水） 終日：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

8/28（木） 終日：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

8/29（金） 

午前：プレゼンテーション、評価、修了式 

午後：バッチャン陶器市場見学 

夕食：Farewell Party 

8/30（土） 終日フリー ハロン湾ツアー 

8/31（日） 
午前：フリー ハノイ市内観光 

ハノイ国際空港発（20：45） ⇒ バンコク国際空港着発（22:35 – 0:50） 

9/1（月） 福岡国際空港着（8:00） 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．事前準備 

 

 安全管理  

◆危機管理サービスの利用 

今回、海外留学生安全対策協議会(JCSOS）の危機管理システムである J-TAS(JCSOS Total 

Assistance Service)を利用。J-TAS とは留学生や家族から事の大小に関わらず 24 時間 365

日体制で受付し、トラブル解決のサポートをするシステムである。現地での病気、怪我、紛失等

のトラブルの際の関係者への連絡、病院手配、保険手続き等の緊急支援が含まれており、プログ

ラム参加者には、緊急連絡先が記載されたカードを配布。 

 

 ◆海外旅行保険への加入必須化 

参加者には海外旅行保険への加入を必須とし、JCSOS と提携する東京海上日動火災保険株式

会社の海外旅行保険に加入してもらった。各学生の保険契約書番号は万一に備え、引率教職員と

日本のオフィスとで共有。 

 

 ◆家族への連絡 

   参加学生の家族には、プログラムの日程、宿泊先、フライト情報、危機管理システム等につい

て記載した書類を郵送し、安心して学生を送り出せるように配慮した。また、学生が短期留学プ

ログラムに参加する際の尊守事項への承諾書に署名捺印をしてもらった。 

 

 ◆情報共有 

   緊急時に備え、引率職員は教職員を含む参加者全員分のパスポートコピー、パスポート番号、

保険契約書番号、携帯番号、家族連絡先を記載したリストを常に携帯。同時にパスワードをかけ

たファイルを共有のフォルダに置き、九州大学のスタッフ・教員ともにこれを共有できるように

した。 

 

 ビザ  

   ベトナムでは 15 日以下の滞在にはビザの取得は不要であるが、今回のプログラムには地方で

のフィールド・サーベイも含まれることから、派遣先大学のアドバイスにより、ビジネスビザを

取得した。福岡にあるベトナム領事館でビザを申請し、その発行には 1 週間程度要した。 

 

 携帯電話  

   緊急時の際の連絡手段確保のため、学生へはオフィスの海外用携帯電話を貸与。現地での SIM

カード代と通話料は学生負担とした。 

 

 派遣前オリエンテーション  

  日 時：7 月 14 日（月） ８：３０～１０：２０ 

  場 所：農学部 1 号館 2 階 266 室 

  主な内容：スケジュールの詳細、宿泊施設、食事、渡航時の注意、服装や持ち物、安全情報。 

       海外旅行保険、J-TAS 費用支払い。 

 



 事前講義  

 日 時：8 月 1 日（金） 14:50～16:30 

 場 所：農学部 1 号館 4 階 471 室 

 講 師：緒方教授、安井准教授 

 主な内容：①ベトナムの自然、地理、気候、農業 

      ②九州大学とベトナム国立農業大学の関係 

      ③熱帯の作物 

      ④SATREPS プログラム「ベトナム北部中山間地域に適応した作物品種開発」 

 

 

Ⅲ．プログラム実施内容 

 

 オリエンテーション  

 日 時：8 月 18 日（月） 9:00～9:30 

 場 所：ベトナム国立農業大学農学部ミーティングホール 

 主な内容：①ベトナム国立農業大学国際部長挨拶 

      ②九州大学熱帯農学研究センター緒方教授挨拶 

      ③ベトナム国立農業大学農学部長 Coung 先生挨拶 

      ④プログラムスケジュールの説明（Hanh 先生） 

 

 講義  

日 時：8 月 18 日（月） 9:30～16:45 5 コマ（1 コマ 45 分） 

     8 月 25 日（月） 9:00～14:45 3 コマ（1 コマ 45 分） 

場 所：ベトナム国立農業大学農学部講義室 

 

【8 月 1８日】 

 講師・講義名 内  容 

1 
講 師：緒方先生 

講義名：Agriculture and ecosystems 1 

日本とベトナムの農業体系の違いと持続可

能な農業生産について。 

2 
講 師：緒方先生 

講義名：Agriculture and ecosystems 2 
農業と生物多様性について。 

3 
講 師：Cuong 先生 

講義名：Overview of Vietnam Agriculture 

ベトナムの農業経済地域、主要農作物、ベト

ナム農業の成長、課題。 

4 

講 師：Phip 先生 

講義名 ： Industrial Crop Production in 

Vietnam 

お茶、ゴム、コーヒー、カシューナッツ、胡

椒、サトウキビ、たばこ、大豆などベトナム

で栽培されている工芸作物、製品の紹介。 

5 
講 師：Phuong 先生 

講義名：Horticulture in Vietnam 

果物、野菜、花などベトナムで栽培されてい

る園芸植物の紹介。 

 

 



【8 月 25 日】 

 講師・講義名 内  容 

1 
講 師：藤田先生 

講義名：Principles of Rice Breeding 1 
米の品種改良や技術について。 

2 
講 師：藤田先生 

講義名：Principles of Rice Breeding 2 
米の品種改良や技術について。 

3 

講 師：Hanh 先生 

講義名：Rice Production and Cultivation in 

Vietnam 

ベトナムにおけるコメの生産と地域性、稲

の栽培方法、収穫、貯蔵、出荷について。 

 

【詳細】 

 8 月 1８日の講義は、前日の夜遅くにハノイに到着したばか

りで疲れもあり、英語での講義に慣れておらず、専門用語も難

しいということで内容の理解に苦労している様子がみられた。

それに比べて 25 日の講義では英語に慣れてきており、始めの

頃に比べると理解力があがっているようでもあった。ベトナム

人学生とも仲良くなっており、講義中の雰囲気が明るく、和気

藹々としたものになったことが大きな変化であった。 

 

 フィールド・サーベイ  

 日 時：8 月 20 日（水）～8 月 22 日（金） 

 場 所：◆フンエン  引率：Loc 先生 

             内容：Crop Production in Red River Delta 

                トウモロコシ、果樹、畜産、米農家訪問。 

      ◆ハノイ   引率：Dung 先生 

             内容：Horticulture Production in sub-urban Hanoi 

                野菜、果樹、花卉、VAC 農家訪問。 

      ◆フト    引率：Hoang 先生 

             内容：Crop Production in Midland and Mountainous Area 

                                お茶、果樹、野菜農家、養豚場訪問。 

 

【詳細】 

 前日に各グループに分かれ、農家への質問表作りを行い、ハノイ市近郊、およびフンエン省、フト

省において、3 グループに分かれ 8 月 20 日から 2 泊 3 日のスケジュールでフィールド・サーベイを

行った。各農家へは引率教員やベトナム人学生がベトナム語で質問し、その答えを英語で日本人学生

に説明してもらうという方法となった。日本人学生にとっては初めてのベトナム、そして初めての地

方、初めての農家との直接の対話と全てにおいて新鮮で、よい経験となった。また、ベトナム人学生

にわからないところを説明、補足してもらい、何かを共に学んだことによって友情をさらに深めたよ

うであった。実際に後日行ったアンケートではこのフィールド・サーベイが最も満足度が高かった。

地方の町ということで行く前は色々と想像していたが、ホテルや町の様子は近代的で特に問題もなく

快適に過ごすことができた。 



 

 

 フィールド・トリップ  

 日 時：8 月 23 日（土） 

 場 所：Ba Vi 高原 

 

【詳細】 

 Ba Vi はハノイ市内から車で 1 時間ほどの酪農で有名な高原

地域である。ここではキャッサバ、牧草地、お茶、パイナップ

ル農園を見学した。説明はすべてベトナム語で行われ、それを

ベトナム国立農業大学の教員が英語に訳し日本人学生へ説明す

る形となった。全てを理解することは難しく、その場でベトナ

ム人学生に遂次補足してもらいながらの説明となった。また、

この日は非常に暑く説明する側も受ける側も忍耐を必要とし、

きつい 1 日となった。事前に暑さ対策（帽子、日傘、サングラ

ス、日焼け止め、OS1 配布等）をするようにと指導はしていた

が、日本人学生にとって亜熱帯性の気候、湿度、気温に即座に

対応することは容易ではなかった。 

 

【レポート】 

 フィールドトリップにおいては“Study Trip in Ba Vi – Hanoi”というタイトルで A4 用紙 1～３

枚のレポート提出が課された。英語でのレポートに慣れておらず、ベトナム人学生からの補足を参考

に苦労して書き上げていた。 

 

 

 プレゼンテーション  

 日 時：8 月２日（金） 

 場 所：ベトナム国立農業大学農学部ミーティングホール 

 

【詳細】 

 本プログラムの総まとめとして、フィールド・サーベイでの結果を発表するプレゼンテーションが

行われた。各グループ 20 分程度で全員が必ず発表するように 1 人 1 パートを受け持ち、最後に質疑

応答の時間を 5 分設けた。ベトナム人学生は普段から英語でのプレゼンテーションに慣れており、そ



れほど苦労しているようには見えなかったが、ほとんどの日本人学生は英語でのプレゼンテーション

が初めてということで、緊張の様子も見られた。前日、夜遅くまで準備と練習をしていたグループも

あり、その努力の甲斐あってか、どのグループも堂々と発表を行うことができた。 

 

 

 

 ベトナム国立農業大学学生との交流  

 本プログラムにはベトナム国立農業大学の学生が 5 名参加し、英語での講義やフィールド・サーベ

イ、フィールドトリップにも同行し、日本人学生と共にプレゼンテーションも行った。ベトナム人学

生 5 名全員が Crop Science 専攻ということもあり、専門知識やベトナムの農業事情を日本人学生に

説明したり、農家の方が話すベトナム語の通訳をしてくれたりと日本人学生にとって非常に助けとな

った。また、昨年度実施したプログラムに参加したベトナム人学生も訪れてくれ、ともにショッピン

グモールに行ったり、グラウンドをかりてサッカーをしたりと、2 週間という短い間ではあったが、

双方にとって掛け替えのない思い出となった。 

 

 単位互換  

 九州大学およびベトナム国立農業大学の教員によって、レポートとプレゼンテーションの採点が行

われ、その採点結果に従い、ベトナム国立農業大学から成績評価と単位付与（2 単位）が行われた。

この単位は、帰国後九州大学の単位（2 単位）として認定されるが、GPA には含まれない。 

 

 

Ⅳ．環境 

 

 気候  

 ベトナム北部は亜熱帯地域に属し、８月のハノイは高温多湿と非常に蒸し暑く、屋外での活動は学

生たちにとってはきついものとなった。また4月から10月にかけて雨季ということもあり、突然の雨

にも悩まされた。熱中症、日焼け対策として、帽子や日傘、日焼け止めの用意が必須であり、特にフ

ィールドワークの際には、定期的な水分の補給、日陰での休憩が必要となった。 

 

 食事  

 プログラム期間中はベトナム国立農業大学近くのレストランで朝昼晩3食の食事をとった。ベトナム

料理は米が主食であり、はしを使い、他の東南アジアの国々に比べると辛くないため、日本食と共通

した点も多く、日本人の口にも合いやすかった。ただ、よく料理にはいっているパクチーが苦手な学

生や、2週間ほぼ毎日同じ場所で食事をとったため、食事内容に飽きた学生もいた。フリーの日には市



内中心部で、ハノイの名物料理であるライギョ料理やフォー、生春巻き等を楽しんだ。また、ドリア

ン、マンゴスチン、ジャックフルーツ、マンゴー、ポメロ、ロンガン等日本にはない熱帯性果物を初

めて食べるという学生ばかりで、それもよい思い出となった。慣れない海外での生活において、現地

の食事が合うかどうかは重要なことであり、ストレスの軽減または増加につながる。ベトナム料理が

日本人の口に合いやすかったことは、ベトナムで短期留学プログラムを行う利点の一つでもあった。 

 

 宿泊施設  

 ベトナム国立農業大学敷地内にゲストハウスがあり、普段は利用できるが、プログラム期間中大学

院入試が行われる関係で利用不可となり、キャンパスから徒歩 15 分ほどのホテルに宿泊した。各部

屋には、シャワー、トイレ、洗面台、テレビ、エアコンが設置してあるが、洗濯機は屋上に 1 台しか

なかったため、洗濯のために順番待ちをする時もあった。また、部屋によってはシャワーの水圧が低

かったり、お湯の出が悪かったりと水回りに若干の問題があった。WiFi は電波が弱いため 1 階ロビー

でしか使用できなかった点が学生に不評であった。ホテルのスタッフに英語が全く通じなかったが、

身振り手振りや、雰囲気でなんとなく意思疎通ができ、部屋に若干の問題はあったが、おおむね快適

に過ごすことができた。フィールド・サーベイで宿泊した地方のホテルも大学近くのホテルと設備は

同程度であり、特に問題なく宿泊することができた。 

 

 

Ⅴ．その他 

 

 市内観光  

 ベトナム国立農業大学はハノイ市郊外に位置するため、市内中心部へはバスで 45 分ほどかかる。

日本と比べ物価が安いので、バスの運賃も約 35 円ととても安いが、バスは時間によっては大変混み

合い、スリも多いことから乗り慣れていない日本人学生は特に注意が必要となる。街の中心にはホア

ンキエム湖というハノイの主要な景観スポットでもあり、市民の憩いの場となっている湖があり、そ



の周辺には土産物屋、レストラン、カフェ等が多くあり、外国人観光客も多く訪れる観光地となって

いる。自由時間では電気自動車での市内巡りや博物館、遺跡、教会、カフェを訪れ、ショッピングを

楽しんだ。 

 

 ハロン湾ツアー  

 1 日フリーの日にハノイから車で 3 時間 30 分ほどかかる世界遺産であるハロン湾を訪れた。ハロ

ン湾は、ハノイを訪れた外国人観光客のほとんどが訪れる北ベトナムきっての観光地でもある。船を

１艘貸し切って大小無数の奇形が連なる湾内で３時間ほどのプライベートクルーズを楽しんだ。雄大

な景色を見ながらの船上でのシーフードランチは思い出深いものとなった。途中で一つの島により、

鍾乳洞の見学もしたが、内部は屋外に比べると涼しく、ライトアップされて独特の雰囲気であった。 

 

 

Ⅵ．プログラム実施後アンケート 

 

1. 下記①～⑥の中で満足度の高かった、または非常に興味のもてた項目の番号を選んで、その理由も記

入して下さい。①の場合はどの講義か具体的な内容を、③、④の場合は具体的にどこの訪問が興味深

かったか記入して下さい。（複数回答可） 

 

① 英語での講義 ② Team Working ③ Team Survey 

④ Ba Vi trip ⑤ Lab visit and Practice ⑥ Presentation 

 

② 

・現地の学生と協力して作業を進めていく中で、英語では自分の意見を的確に伝えることが

出来ないもどかしさや悔しさを感じながら、それでも諦めずになんとか伝えようとして、や

っと伝えたいことが伝わったときの喜びは、自分にとって忘れられない経験になりました。 

・英語力だけではない、コミュニケーションをとるという姿勢の重要さを学べたから。 

③ 

・フンエンの畜産農家が最も興味深かったです。本来はスケジュールになかった畜産農家を、

自分がアニマルサイエンス専攻であるという理由で急遽くんでもらい、日本とは異なる畜

産を見学することができ、非常に満足できました。実習や講義で習った日本の飼育形態と

はまた異なった放牧がさかんなベトナムの畜産を知ることができてとてもよかったです。

また、ベトナム語で質問して英語で解説してもらうことができたので大変だったけど鍛えら

れたと思います。 

・フトを訪問し、実際に現地の農業を見ることで、作物の特性や肥料の種類、その地に合った



農業の方法を知ることができ勉強になりました。 

・与えられる情報では埋まらない部分を能動的に自ら学べる機会だったから。 

・養豚場に特に興味を持った。アニマルサイエンス分野の配属を希望しているため、農場の現

場を見ることで座学だけでは知りえない情報を得ることができた。また、豚は九州大学で

は飼育していないため、貴重な体験ができたと考えるから。 

・農家の方のベトナム語での回答をベトナムの学生が英語に訳してくれた。それを懸命に聞

き取ることに集中した。また自ら積極的に質問することが出来た。語学力の上達につながっ

た。 

⑥ 

・プレゼンテーションの発表準備では、英語の発表に慣れている現地の学生に負けないよう

に練習しました。発表が終わったときの達成感は今までに無いくらい大きいものでした。 

・現地の学生と英語でコミュニケーションをとりながらプレゼンを作ることで、対話力や自信

をつけることができよかったです。特に英語でプレゼンを作る機会は今まであまり無かっ

たので、貴重な経験となりました。 

・Team Survey で得た情報をチーム内で共有し、それを発信するためにまとめる過程が好き

だった。プログラム中で現地学生と最も親密に長い時間交流できたと思う。 

・今までの自分の経験であんなに時間をかけてプレゼンを作ったことがなく、またすべて英

文で書かなければならなかったので、とてもいい経験になった。また現地の人や他のチー

ムの英語のレベルが高くいい刺激を受けることができた。 

 

 

2. 上記①～⑥の中で満足度の低かった、または興味のもてなかった項目の番号を選んで、その理由も記

入して下さい。①の場合はどの講義か具体的な内容を、③、④の場合は具体的にどこの訪問が興味が

持てなかったか記入して下さい。（複数回答可） 

 

① 

・1 日目に行ったベトナム農業の概要についての講義にあまり満足ができなかった。理由とし

ては内容が云々というわけではなく、ベトナムの教授の英語が訛っており、聞き取れなかっ

たためである。Bavi 調査の次の日の英語講義はある程度訛りにも慣れ、聞き取れたので興

味を持って聞くことができた。 

④ 

・訪問先の事情により、予定されていた家畜農家への訪問がなくなってしまったことがたい

へん残念でした。また、炎天下での現地調査であり、予想以上に体力が奪われてしまいまし

た。 

⑤ 

・講義の後でかなり時間が押していたのと、前方にいる人しか聞こえないくらいの声量だっ

たのであまり内容がよくわかりませんでした。 

・専門用語が多く、また早口で説明されたため、内容を理解することが難しかったです。（自

分の英語力が低かっただけかもしれませんが・・・）。 

・機械の説明ばかりで少し退屈だった。日本に居ても見ることができそうだと思った。 

・ラボは日本でも見られるようなものも多く、作業も時間がかかり、その後の予定に影響し

た。また、あまり興味がもてなかった。 

・部屋が狭く、説明される方の声が小さく届かなかったので、説明を聞くことがあまり出来な

かった。 



3. このプログラム全体を通して改善して欲しい点、不便に思った点があれば記入して下さい。 

 

◆生活面 

・ホテルのＷｉ-Fiが弱かったのが残念でした。 

・想像以上に快適に過ごせた。 

・洗濯できる環境がもう少し充実している方がよかった。 

・ホテルの水まわりがもう少し綺麗になり、お湯がきちんと出るとありがたいです。 

・部屋のシャワーの水圧が弱かったこと、たまにお湯がでなかったことは困った。 

・ホテルの部屋にお湯が出ないことや、電気がつかないなどの不備が多々ありました。 

 

 

◆学習面（講義・フィールドトリップ） 

・フィールドトリップは暑すぎて話を聞くのがつらかったです。 

・講義は事前授業があったので理解しやすくなりましたが、やはり、専門用語の英単語を覚え切れていない

ところが多くてついていくのが大変だった場面が多々あったので、単語の冊子をもっと読んでおけばよ

かったと思いました。 

・丁度良いスケジュールだったと思う。 

・現地の学生と農家の人が全てベトナム語で話していたので全く理解ができない場面があった。 

・プレゼンテーションの用意に費やす時間がもう少し長ければ、発表側も満足でき、聞く側も興味を持って

聞くことができると思う。 

・フィールドトリップでは自分が担当した穀物に関する知識がないことを痛感した。前もってある程度の基礎

知識を持っていた方が、インタビューの際に話を理解しやすいと思う。出発前にチームを決めておき、担

当する穀物に関するレポートを課しておくといいだろう。 

 

 

4. プログラムを通じて異文化交流ができてよかった点があれば具体的に記入して下さい。 

 

・現地の学生は、元気で明るい子ばかりで、日本ではあまりみられないタイプの子が多かったことが印象的

でした。そのため、現地の学生の子達と明るく、時にはお互いにイタズラをしたりして、言語の壁にとらわ

れずに、楽しく過ごすことが出来ました。学習面では全てのことが刺激的でした。現地の子達は作業スピ

ードがはやく、普段からの作業量や完成度の高さの違いを感じました。また、農業に関する基礎知識や英

語での発表でのレベルの違いに驚きました。現地の市場（ローカ

ルマーケット）では日本では考えられない衛生面の悪さや、食用

の動物に対する管理のひどさに衝撃を受けました。 

・ベトナムの人たちは皆親切で、たくさんの友達を作ることがで

きました。ご飯などベトナムの学生もついてきてくれることが

多く、関わる場面がたくさんあったのでよかったです。民族衣装

も学生の好意で体験することができました。食事もとてもおい

しくて不満な点はありませんでした。サッカー観戦など、プログ

ラム以外でもベトナムの学生と触れ合えることができてよかっ

たです。 



・現地の学生や職員の方々、食堂のおばさん達と交流して、友好の和を広げることができました。また現地

の言葉や食べ物、文化を知ることができ、自分の知見を広めることができました。途中チェコ人と交流す

る場面もあり、英語を使ってこれだけ多くの人と繋がることができるのだと感じました。 

・日本から来た自分たちに対し、仲良くなろうと接してくれた人たちを通して自分のことや自分の住む街の

ことなどを話題にして、周りもその分それぞれのことを話し、互いに理解を深めようと自然に歩みよれて

いたこと。 

・現地の学生との交流を通して、これからの課題が見つかった。大きく分けて２つあり、１つ目は学習に対す

る姿勢、２つ目は思いやりの心である。二週間の滞在期間中、私は彼らから大変良く構ってもらった。その

おかげで安心して楽しくベトナムに滞在できた。その一方で自分自身はクラス内の留学生に全く気を配っ

てないことに気づいた。異国の地で家族や仲の良い友人と離れて過ごしていると、たまには孤独な気持

ちになることもあるだろう。そんな時、私が嬉しかったように彼らによりそいたいと思うようになった。 

・現地の食べ物を食べられたことはよかった。カラオケなど日本が発祥の物もあり、楽しかった。また現地の

人とサッカーをすることができたのは、とてもよい経験であり、サッカーが人気があることもわかった。 

・日本の常識が通じないことや、少し日本よりトイレやレストランが汚いことに驚いたが、慣れると特に気に

することもなく、活動できた。また、ベトナム人学生との交流はもちろん、言葉こそ通じなかったが、店員

や通行人などの一般の人との交流もとても楽しかった。最終的には日本人だけで買い物をしたりと、現地

の文化に慣れていくことができた。 

・ベトナムの学生が私たちの生活をサポートしてくれて助かった。またみんな明るくフレンドリーでとても仲

良く慣れた。最終日にプレゼントをたくさんもらったので、日本からお土産をもってくれば良かったと思っ

た。出発直前に急いで用意したメッセージ入りのユニフォームをベトナムの学生にプレゼントすると大変喜

んでくれた。 

 

 

5. ベトナムの農業について学習できてよかった点があれば具体的に記入して下さい。 

 

・広い土地を手作業で管理し、生計を立てることはすごく困難なことで

あるのに、農家の人たちはとても元気でそんな苦労を感じさせない

魅力的な人達ばかりでした。そんな人達とコミュニケーションを交わ

すことが出来て、いい刺激を受けることが出来ました。 

・ほとんどの作業が手作業で行われていること、農家は土地を断片的

に所有していることなど、日本との違いを知ることができてよかった

です。また、留学前は名前もあまりよく知らなかったハイブリット米や

インブリット米の違いを農家さんに聞いたり、農場で見たりして学ぶことができてよかったです。南国特有

の果物の栽培の見学もすることができ、とても興味深かったです。自分の専攻分野である、畜産について

も見学させていただいて、今後の研究に役立つような経験をさせていただきました。 

・現地の農業を実際にこの目で見ることで、今まで知らなかった作物や農法に出会い、発見の連続でした。

特にポメロの農家で見た grafting の技術は、一見したら茎と茎をくっつけているだけなのに、その後きち

んと植物として成長していることを知り、衝撃を受けました。また、茶の栽培方法などは日本とほぼ共通し

ており、その点において日本はベトナムに機械技術などの援助ができるのではないかと感じました。また、

ベトナムは農家によって収入の差が大きいので、safe vegetable の分野も然り、政府が支援していかなけ

ればならないのではと感じました。 



・日本と違い、輸出産業として成り立っている農業の姿やその背景にあるものを学べたことは、日本で仕事

をする際でもその経験を活かしうると思った。 

・日本の農業に馴染み深いということでもなかったため、プログラム中の全ての体験が初めてのことばか

りで刺激的だった。特に興味深かったのが国民の半数以上が農業に従事していることだ。それぞれの農

家が栽培する作物は違っていて、もちろん育てる作物によって収入も変わってくる。果実は比較的高収入

が得られるようで、ある稲農家が稲は管理が大変な上に収入が低いので育てる作物を変えたいと言って

いた。農家にとって収入の大小は重要であるのには違いない。だからといって全ての農家が果物を育て

始めても困るし、実際にそんな状況には陥ってない。どうやって均衡を保っているのだろう？新しい疑問

を見つけることができた。 

・日本の農業の現状もよくわかってはいない状態でベトナムの農業を勉強していく中で、日本からとり入れ

ているものもあり、いい勉強になった。訪れた町では農業が盛んでチーム調査の時にベトナムの農業にた

くさん触れることができたので楽しかった。どれだけのコストがかかり、どれくらいの利益があるのかなど

普段ではなかなか知ることのないことが知れてよかった。 

・ベトナムの農業を実際に自分の目で見て理解することができた。特に牛の農場や、豚の農場などでのフィ

ールドワークはアニマルサイエンス専攻にとっては進路に直接かかわることなどを学習できてとてもよか

った点である。全体を通して、教授だけの意見ではなく、実際に農場で働く従業員や土地の所有者などに

話を聞けたことは農業を理解するうえで貴重な経験であった。 

・日本とは気候が違うため、初めてみる植物とそれらの栽培を見学することができて楽しかった。 

 

 

6. 意見や要望、感想等を自由に記入して下さい。 

 

・引率をしてくださった教職員のみなさんには生活面や学習面でたいへんお世話になりました。本当にあり

がございました。ベトナムでの二週間を楽しく過ごすことが出来たのは先生方の御陰です。 

・バビの見学のときに体調が悪くなってしまって迷惑をかけてしまいました。そのときにOS1などを持ってい

なかったので、ちゃんと個人的に持ち歩いておけばよかったと思いました。また、一週目はレポートなどが

なく、夜はわりと早く寝ることができましたが、後半にレポートやプレゼン準備が重なってきつくなってい

ったので、バビ見学をチームサーベイの前にして、レポートを書く余裕を作ったほうがいいのかなと感じ

ました。今回のプログラムはとても充実していて参加してよかったなと本当に思いました。 

・約２週間のプログラムは、長いようでとてもあっという間でした。ベトナムという非日常の地で、言葉の壁

がある相手とコミュニケーションを取り、自分自身成長できたなと実感しています。英語力にとても不安

があったのですが、大事なのは相手に自分の気持ちを伝えようとする姿勢なのだということを学びまし

た。ただ、次回海外に行く時はもっと英語力を上げてから行きたいです。ベトナムという異国の地を訪れ

ることで、自分の中の世界観も大きく変わりました。日本で

当たり前なものも、他の国では貴重だということを数多く

の場面で痛感させられました。一緒にプログラムに参加した

仲間や現地の学生、職員、ホテルや食堂やサッカーで出会っ

た人々、みなさんと過ごした時間が一生の思い出になると

思います。 

・手厚い現地でのフォローもあり、滞在中不自由なく過ごせた。

多くの人に助けられることになったがその分だけこのプロ



グラムでの体験や知識を無駄にしない日々を送れるよう努力したいと思う。 

・二週間の滞在で日本では体験できない貴重な経験とかけがえのない思い出を作ることができました。こ

のプログラムに参加することができ本当に良かったです。短い間でしたがお世話になりました。心から、あ

りがとうございました。 

・2週間と少しというプログラムでしたが、あっという間に 1日 1日が過ぎていき、学習面でも交流面でもと

ても充実していました。今までしたことのないような経験も多く、今後の自分のためになったと思います。

またいつか、現地の学生も含めみんなで会える日がきたらいいと思います。 

・なぜか歌を歌う機会が多くあったが、音楽とスポーツは言葉がいらないことが改めて感じられた。時間が

限られた短期留学であったとしても、現地の人とかかわりを持てるスポーツや音楽などは重要であり、現

に交流するのに有効な手段であったため、来年のプログラムでも是非推奨してほしいと考える。 

 

 

7. プログラムでの各項目を評価して下さい。（5点満点） 

 

英語講義     3.50                          Team Working     4.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(非常によかった)  →    → （よくなかった）    (非常によかった)  →    → （よくなかった） 

  

 

Team Survey     4.88                          Ba Vi Trip     4.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(非常によかった)  →    → （よくなかった）       (非常によかった)  →    → （よくなかった） 

 

 



Lab Visit and Practice     2.63          Presentation     4.38  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(非常によかった)  →    → （よくなかった）     (非常によかった)  →    → （よくなかった） 

 

 

総合評価     4.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(非常によかった)  →    → （よくなかった） 

 


