
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・ハノイ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２５年８月１６日（金）～平成２５年 8 月２９日（木） 

（平成２５年８月１５日（木）出発、平成２５年８月３０日（金）帰着） 

 

◎実施場所・大学  ベトナム社会主義共和国・ハノイ農業大学 

 

◎参 加 者   九州大学 10 名 （3 年生 6 名、2 年生 4 名 男女比４：６）        

         ハノイ農業大学 5 名（３年生 5 名 男女比３：２） 

※9 月入学のため、この時期は進級直前 

 

◎宿 泊 先   ハノイ農業大学内ゲストハウス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 

         藤原 加奈子 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 

 

◎教 員 チ ー ム  九州大学 

         吉村 淳 九州大学大学院農学研究院 教授 

         緒方 一夫 九州大学熱帯農学研究センター 教授 

      ハノイ農業大学 

      Assoc. Pham Van Cuong Dean, Faculty of Agronomy 

      Dr. TangThi Hanh Lecturer, Department of Food Crop Science 

      Dr. Ninh Thi Phip Lecturer, Department of Industrial and Medicinal Crops 

      Dr. Pham Thi Minh Phuong Lecturer, Department of Horticulture 

      Msc. Nguyen Van Loc Lecturer, Department of Food Crop Science 

Msc. Trinh Thi Mai Dung Lecturer, Department of Horticulture 

Bsc. Bui The Khuynh Lecturer, Department of Industrial and Medicinal Crops 

 

◎募 集 に つ い て  ■募集対象：農学部生 

           ■募集期間：平成 25 年 5 月 8 日(水)～平成２５年 5 月 29 日(水) 

      ■周知方法：①ポスター掲示 ②学生ポータルでの通知 ③教室での説明・ビラ配布 

■応募者数：２０名 

■選考基準：①英語能力（TOEFL 等のスコア）  



            ②志望動機（エッセイ）  

            ③面接（コミュニケーション能力、適性、協調性、積極性） 

           ⇒採点結果より上位 10 名を選抜 

 

◎費 用  ■航 空 券：８１,０００円 

         ■査証取得費用：７,５００円 

         ■ハ ー ロ ン ベ イ ツ ア ー：９０ドル 

         ■貸し出し用携帯電話 SIM カード・プリペードカード代：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留学生交流支援制度より 1 人７０,０００円支給 

         （支給要件を満たす場合）       

 

◎海外旅行保険  ※各自加入必須 

         〈推奨〉損保ジャパン危機管理サービス OSSMA 留学保険 

         日本エマージェンシーアシスタンスの危機管理サービス OSSMA（後述）と提携する損保ジ

ャパンの海外旅行保険。費用はプランによる。 

例）渡航期間 16 日間  

プラン A：4,990 円 プラン B：6,860 円、プラン C：6,920 円 

 

◎スケジュール 

ｄａｙ１ 
福岡空港国際線ターミナル出発（11:35）⇒バンコク国際空港着発（14:55－17:50） 

⇒ノイバイ国際空港到着（19:40）⇒ハノイ農業大学ゲストハウス（22 時頃） 

ｄａｙ２ 

午前：オリエンテーションおよび講義 

昼食：Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｐａｒｔｙ 

午後：講義 

ｄａｙ3 

フィールドトリップ（ＢａＶｉ高原） 

午前：お茶農家訪問 

午後：酪農家訪問、牧草地の見学 ＢａＶｉ泊 

ｄａｙ4 

フィールドトリップ（ＢａＶｉ高原） 

午前：コーヒー農園見学、パイナップル農園見学 

午後：ＢａＶｉ国立公園見学 

ｄａｙ5 
午前：フリー 

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づくり） 

ｄａｙ6 

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  

フンエン泊 

ハノイ 

午前：花生産モデル見学 

午後：花生産農家訪問 

フト 

午前：研究所(Northern 
Mountainous Agriculture and 
Forestory Science Institute）
訪問 

午後：研究所訪問、茶畑見学 

フト泊 

 



ｄａｙ７ 

グループ調査 

フンエン 

午前：田圃見学 

午後：稲作農家訪問 

フンエン泊 

ハノイ 

午前：園芸植物生産場見学 

午後：フルーツ生産農家訪問 

フト 

午前：果樹遺伝子研究施設訪

問：お茶農家訪問 

ｄａｙ８ 

グループ調査 

フンエン 

午前：市場見学 

午後：クズウコン農家訪問 

ハノイ 

午前：野菜農園モデル見学 

午後：野菜農家訪問 

フト 

午前：お茶農家訪問 

午後：移動 

ｄａｙ9 
午前：講義 

午後：講義、JICA―JST プロジェクト研究室訪問 

ｄａｙ10 終日フリー ハーロンベイ観光 

ｄａｙ11 終日フリー ハノイ市内観光 

ｄａｙ12 
午前：プレゼンテーション準備 

午後：プレゼンテーション準備 

ｄａｙ13 
午前：プレゼンテーション準備 

午後：プレゼンテーション準備、レポート提出 

ｄａｙ14 

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 

ｄａｙ15 

午前：ハノイ市内観光 

午後：ハノイ市内観光、出発準備 

ハノイ農業大学ゲストハウス（17:00）⇒ノイバイ国際空港出発（20:45） 

⇒バンコク国際空港到着（22:35） 

ｄａｙ16 バンコク国際空港出発（00:50）⇒福岡国際空港（8:00） 

 

 

 

Ⅱ．事前準備 

 

◎安全管理 

■危機管理サービスの利用 

今回日本エマージェンシーアシスタンス株式会社の危機管理サービスOSSMAを試みとして利用しました。

このサービスには現地での病気、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

の緊急支援を期待しています。プログラム参加者には、OSSMA 会員番号と緊急連絡先が記載されたカード

が配布されます。 

 

■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ました。保険会社等について特に希望がない学生には、

OSSMA と提携している損保ジャパンの海外旅行保険を推奨しました。最終的にはご家族と相談の上、加入

する保険を決定してもらっています。なお、危機管理サービス OSSMA 留学保険は、学生教育研究災害傷

害保険（学研災）等の保険で不足すると思われる補償のみをカバーしています。 



 

■情報共有 

緊急時に備え、随行職員は教職員を含む参加者全員のパスポートコピー、およびパスポート番号、保険書番

号、OSSMA 会員番号、携帯番号、家族連絡先を記載したリストを常に携帯しました。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・教員ともこれを共有できるようにしまし

た。 

 

■家族への連絡 

参加学生の家族には、プログラムの日程と危機管理サービスについて記載した書類を郵送し、内容を承諾し

た旨、および学生の保険加入状況について返信用はがきでお知らせいただきました。 

 

◎ビザ  

滞在期間が 16 日未満の場合、ビザの取得は不要です。ただし、今回地方での調査活動がプログラムに含まれ

ることから、ハノイ農業大学のアドバイスにより、ビジネスビザを取得しました。取得に際しては、ハノイ農

業大学から Invitation Letter を発行していただいています。 

申請は代表者によって行うことができ、1 週間程度がかかります。 

 

◎現地携帯  

現地での連絡を取り合うには、現地携帯の使用が発信側・着信側双方にとって安価であるため、人数分を購入

し学生に貸与しました。プリペードカードと SIM カードは学生が負担しました。 

 

◎派遣前オリエンテーション  

日  時：7 月 4 日（木）１６：４０～ 

場  所：農学部 1 号館２２６教室 

主な内容：①自己紹介 

②スケジュールの詳細、宿泊施設、食事、現地学生との交流等についての説明 

③服装や持ち物、気候、安全・衛生、犯罪等に関する注意 

④課題（8 月 5 日までに読んでおくべき英文資料） 

 

◎派遣前授業  

日  時：8 月 5 日（月） １０：３０～１４：３０ （２コマ 3 時間） 

場  所：農学部２号館２１２教室 

講  師：緒方一夫教授 

主な内容：①ベトナムの自然と地理 

②九州大学とハノイ農業大学の関係 

③北部ベトナムの紅河デルタの農業 

④熱帯の作物 

そ の 他：3 限目には、九州大学を訪れていたハノイ農業大学の Hanh さんにも参加いただき、日本では見

られない熱帯の果物のスライドを見ながら、そのベトナム名なども教えていただきました。 

 

 

 



Ⅲ．プログラム実施内容 

 

◎オリエンテーション  

日  時：8 月 16 日（金）９：００～９：３０ 

場  所：ハノイ農業大学農学部ミーティングホール 

主な内容：①ハノイ農業大学農学部長 Cuong 先生挨拶 

②緒方教授挨拶 

③JICA-JST プロジェクトコーディネーター井芹氏挨拶 

④プログラムスケジュールの説明（Hanh 先生） 

 

◎講  義  

日  時：8 月 16 日（金）９：３０～１６：０５ （５コマ３時間４５分） 

8 月 23 日（金）９：００～１６：１５ （５コマ３時間４５分）  

場  所：ハノイ農業大学農学部講義室 

〈8 月 16 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 Plants 1・２ 

お茶、ゴム、コーヒー、カシューナッツ、ペッパー、

サトウキビ、タバコ、大豆など、ベトナムで盛んな

工芸作物とその製品の紹介 

５ 

講 師：Hang 先生 

講義名：Vietnam Horticulture and  

Industrial Crops 

果物、野菜、花など、ベトナムで盛んな園芸植物の

紹介 

〈8 月 23 日〉 

 講師・講義名 内容 

１ 
講 師：吉村先生 

講義名：Principles of rice breeding 1 
米の品種改良の手法や技術の進歩について 

２ 
講 師：吉村先生 

講義名：Principles of rice breeding ２ 
米の品種改良の手法や技術の進歩について 

3 
講 師：Hanh 先生  

講義名：Rice Production in Vietnam 
ベトナムにおけるコメの生産と地域性について 

4 
講 師：Hanh 先生  

講義名：Survey in HUA paddy field 
生育時期別のイネの形態形質の違いを圃場で観察 

５ 
講 師：Hanh 先生 

講義名：Rice Cultivation in Vietnam 

ベトナムにおける稲の栽培方法・害虫管理・収穫に

ついて 

【詳  細】 

16 日の授業内容は導入的なものでしたが、全て英語での講義ということで、

日本人学生はついていくのに苦労したようです。到着翌日ということで、

疲れもありました。23 日は米の生産についてやや専門的な内容となり、理

解が難しい点もあったようです。 

 



【改 善 点】 

双方の講義内容を精査し事前授業で前知識を補う、重要な英単語を覚えさせるなどの対策が必要です。 

 

 

◎フィールドトリップ  

日  時：８月１７日（土）～８月１８日（金） 

場  所：BaVi 高原 

      １日目－お茶栽培農家、キャッサバ農園、酪農場 

      ２日目―コーヒー農園、パイナップル農園、バビ国立自然公園 

【詳  細】 

BaVi はハノイ市内から車で１時間ほどにある、乳製品で有名な高原地域です。今回２日間に渡り、酪農場を

はじめとする各種生産物の農園を見学しました。現地での説明は全てベトナム語で行われ、ハノイ農業大学の

先生がその場で英語に翻訳してくださいましたが、全てをカバーできないところもあり、細かい点は側にいる

ベトナム人学生が、それぞれ補足をしてくれました。ホテルへの帰り道には、ヨーグルトショップで特産のヨ

ーグルトを頂きました。日本のものとは若干食感や風味が異なりますが、味わいがあり、大変おいしくいただ

きました。このフィールドトリップに関しては、終了後レポート提出が課されました。 

【改 善 点】 

炎天下での説明が長く、暑さや湿気に慣れない日本人学生の体力を容赦なく奪いました。日本人学生が、亜熱

帯の気候に適応してないことを前提に、熱中症予防など今後の対策が必要です。 

 

 

◎グループ調査  

日  時：８月２０日（火）～８月２２日（木） 

場  所：■フンエン 引率：Loc 先生 

内容：Food Crop Production に関する調査 

トウモロコシ、コメ、クズウコンなどの食用作物農家訪問、ロンガン（ライチ

に似た果物）マーケット見学。 

■ハ ノ イ 引率：Duong 先生 

内容：Horticulture に関する調査 

花、フルーツ、野菜などの園芸作物農家訪問。 

■フ ト 引率：Khuynh 先生 

内容：Industrial Crop Production に関する調査 

お茶を中心とする工芸作物農家訪問、Northern Mountainous Agriculture 

and Forestory Science Institute、植物遺伝子研究所訪問 

 



【詳  細】 

ハノイ市およびハノイ市周辺のフンエン省、フト省において、3 グループに分かれてのフィールド調査を行い

ました。19 日にはその準備のため、ハノイ農業大学ミーティングホールにて、グループごとに質問票づくり

を行いました。専門的な内容もあり、グループによっては夕方遅くまで作業していました。 

翌 20 日から各グループに分かれ調査地に移動し、農園・研究所の見学と農家へのインタビューを開始しまし

た。現地の農業の実態を間近で学べたことは、学生たちにとっても大きな収穫だったようです。インタビュー

ではベトナム人学生が主に質問し、その答えを英語で説明してくれました。 

３グループに分かれることで、安全面への不安がありましたが、事前のミーティングと毎日の電話連絡で、特

に大きな問題もなく終了することができました。 

【改 善 点】 

かなりの専門知識を要する活動であること、インタビューがベトナム語で行われること、それを英語で理解す

る必要があることなど、日本人学生、特に 2 年とっては、付いていくのに厳しい面がありました。 

活動内容についてのハノイ農業大学との打ち合わせ、プログラム前の基礎的な専門知識の学習が必要です。 

 グループごとに活動量に差があったため、バランスをとることも必要です。 

 

◎レポート  

【詳  細】 

  滞在中の課題として、『BaVi 高原へのフィールドトリップで学んだこと』A4 用紙１～３枚が課されました。

日本人学生は英語でのレポート提出に不慣れで、夜遅くまで起きて作成に取り組むなど苦労しました。その一

方提出されたレポートは論理構成、着眼点に優れたものが多く、英語の文法や語彙の面でも、高い基礎力を感

じられました。なお、レポートは成績評価の 30 パーセントを占めています。 

【改 善 点】 

グループ調査や他の活動で取り組む期間が限られたため、ほとんどの学生は夜遅くまで起きて作業する必要が

ありました。期限が近づくまで作成に取り組まない学生もいたので、提出期限を早めに設定するのも一つの方

法と考えられます。 

 

 

 

 



◎プレゼンテーション  

日  時：8 月２８日（水）８：３０～１１：３０ 

場  所：ハノイ農業大学農学部ミーティングホール 

【詳  細】 

グループ調査の結果を発表するプレゼンテーションは、最終日の２８日にプログラムの総仕上げとして行われ

ました。プレゼンテーションは各チーム２０分程度で、１人１パート（３～４分程度）を担当し、最後に質疑

応答の時間を設けました。ほとんどの学生が英語でのプレゼンテーションは初めて経験でしたが、準備と練習

を重ね、当日は堂々と発表していました。 

プレゼンテーションは成績評価の 70 パーセントを占め、グループごとの採点となります。 

【改 善 点】 

3 調査は２２日に終わりましたが、２３日は終日講義、２４、２５日は観光となっていたため、実質的な準備

期間は 2 日間のみとなりました。レポートの提出も迫っていたため、時間が足りず、グループによっては、夜

遅くまで作成と練習に追われました。 

全体として、スケジュールにもう少し余裕を持たせることも、今後の検討事項です。 

 

◎クロージングセレモニー  

日  時：8 月２９日（木）１１：３０～１２：００ 

場  所：ハノイ農業大学農学部ミーティングホール 

【詳  細】 

プレゼンテーションに引き続き、プログラムのクロージングセレモニーが

行われ、Cuong 先生から参加学生全員に修了証書の授与が行われました。

その後、学生代表として九州大学から 2 名、ハノイ農業大学から 1 名の学

生が、壇上であいさつしました。どの学生も、プログラム開始直後と比べ

たくましい顔つきになっており、２週間という短い期間を充実して過ごし、

自信をつけ大きく成長したことが感じられました。 

セレモニーの最後に記念撮影をして、全てのプログラムが終了しました。 

 

◎ハノイ農業大学学生との交流  

【詳  細】 

ハノイ農業大学からは 5 名の学生が参加しました。彼らは普段ハノイ農業大学の寮や近辺のアパートに住んで

いますが、このプログラム期間中のみ、日本人学生と同じゲストハウスの別室に寝泊しました。 

どの学生も大変友好的で、日本人学生はあらゆる場面で大いに助けられました。2 週間、朝食から夜寝るまで、

ほぼ 1 日を共に過ごした思い出は、双方の学生にとって、掛け替えのないものとなったようです。 

ハノイを発つ日には、ハノイ農大の学生さんから絵画のプレゼントが送られ、九州大学の学生たちはそれぞれ

にメッセージカードを手渡しました。 

学生さんたちは空港まで一緒見送りに来てくれ、バスの中では動画を撮影したり、覚えたベトナムの歌を歌っ



たり、大盛り上がりでした。バスが空港に到着すると、涙ぐむ学生もいました。 

 

◎単位互換  

【詳  細】 

九州大学及びハノイ農業大学の教師陣によって、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、ハノイ農業大学から成績評価と単位付与（2 単位）が行われました。この単位は、帰国後、九州大

学の単位（熱帯作物・環境学概論（後期・2 単位）※3 年生のみ）として読み替えるか、あるいは特別開講科

目（グローバル熱帯作物学概論および演習）として認定されました。 

   

 

Ⅳ．環境 

 

◎気  候  

ベトナム北部は亜熱帯地域に属します。８月下旬のハノイは非常に蒸し暑く、学生たちの体力を容赦なく奪い

ました。一方で、夜間を中心にまとまった雨が降ることもありました。傘を持ってきていない学生もいました

が、大きめの傘を現地でも調達でき、とても重宝しました。 

【改 善 点】 

もっとも気温が上がる日中の時間帯には、屋外での活動を避け、涼しい室内で休み体力を回復させることの重

要性も痛感しました。熱中症、日焼け対策として、帽子や日傘、日焼け止めの用意も必須でした。特にフィー

ルドワークの際には、塩飴や熱中症対策飲料（パウダー含む）を、各自十分な量用意することも必要でしょう。 

 

◎食  事  

ハノイ農業大学滞在中の食事は、ゲストハウスのすぐ近くにある Kim Tanh Restaurant で用意していただ

きました。パクチーが苦手な学生もいましたが、大抵のものは日本人の口にも合い、手作りのベトナム家庭料

理を、毎食おいしくいただきました。 

大学近くのマーケットには、ポメロンやマンゴスチンといった珍しい果物も売ってあり、プレゼンテーション

準備の合間に、担当教員が買ってきた果物を、みんなで息抜きとして頂きました。また、観光地にはおいしい

カフェやレストランが沢山ありました。現地の方に日本人にも安全な店を紹介してもらい、ベトナムの食を十

分に楽しむことができました。 

【改 善 点】 

生水・生モノには注意が必要でした。レストランでは必ず氷が出されますが、トラブルを避けるためには使用

しない方が無難です。生の魚介類、肉類にも注意が必要です。 



 

 

◎宿泊施設  

 ■ゲストハウス 

プログラム実施期間中は、ハノイ農業大学敷地内にあるゲストハウスに、男子２部屋、女子３部屋（2 名 1 部

屋）に分かれて滞在しました。各部屋にはトイレ、シャワー、洗面台、エアコン、冷蔵庫が設置してあります。

洗濯機はありません。今回は自分たちで手洗いしましたが、有料でクリーニングサービスも利用できます。大

学構内であるため、安全性は高く、クラスルームへの移動も便利です。WiFi も使用可能で、この点は学生にと

っても大変助かったようです。 

【改 善 点】 

トイレのすぐ横にシャワーがついているため、シャワーを使うとトイレが濡れてしまう、部屋や時間帯によっ

てはお湯が出ない、水流が弱くなる、エアコンが効かないなどの問題がありました。また、期間中入試のため

ゲストハウス自体が利用できなくなり、近くのホテルに移動を余儀なくされました。安全面や利便性を考える

と滞在先としてはゲストハウスが最良と考えられますが、このような設備・衛生上の問題は、今後先方との協

議で改善が望まれます。また、ゲストハウスの空き状況を念を押して確認する必要があります。忘れ物、盗難

など問題の発生率が高くなるため、ホテルの移動は最小限に抑えるべきです。 

 

■地方のホテル 

この他、フィールドトリップ等で地方にも宿泊しましたが、ホテルの設備・清潔度は訪問先により差がありま

した。中には WiFi が使えないホテルもありました。 

 

 

Ⅴ．その他 

 

◎ハーロンベイツアー  

バスで 3 時間半かけて、世界遺産であるハーロンベイを訪問しました。貸し切りのボートに乗り、奇形の連な

る湾内を遊覧しながら船上でシーフードランチを頂く経験は、日本ではなかなかできない贅沢なひと時でした。

途中、一つの島に上陸して、鍾乳洞内の見学も行いました。ただ、移動に時間がかかるため滞在時間わずか 3



時間で、再びハノイに向けて出発することになりました。 

午後１０時ごろ到着すると大学の門が閉まっており、全員で荷物を抱え壁を乗り越える経験も。 

 

◎市内観光  

観光地であるハノイ中心部までは、ハノイ農業大学から乗合バスで約 45 分かかります。乗り込むと、車掌が

チケットを売りに来るので、そこでお金を払えば後は特にすることはありません。運賃は約２５円と大変安い

です。バスは時間によっては大変込み合います。スリが多いとのことで、注意が必要です。 

町の中心にはホアンキエム湖という湖があり、その周辺にはお土産店やカフェなどが多く集まっています。こ

こを起点に、各観光施設や博物館などを巡ることができます。 

ハノイ市内では、電気カーでの市内巡り、遺跡見学の他、自由行動でショッピングなどを楽しみました。 

【改 善 点】 

ハノイ市中心部はバイクの交通量が多いため、歩く時は注意が必要です。特に夜間、交通量が多い場所を歩く

ことはできる限り避けるべきです。また、タクシーを移動手段として利用しましたが、車を借りて移動した方

が利便性・安全性は高いと言えます。 

 

 

 

Ⅵ．参加学生アンケート（抜粋） 

 

■このプログラムを通じて感じたこと。（ベトナムの農業の現状への理解・関心） 

・日本でもあまり体験しないフィールドトリップを多く行って、講義の内容が現実の問題としてとらえられるよ

うになった。 

・他分野の幅広い知識を身に着け、自分の専門もより深めていきたいと思った。 

・普段学ぶことのできない環境でベトナムの農業について学べたことは、とても貴重な経験だった。特に少人数

でのグループワークはとてもはっきり指導していただきとても有意義だった。 

・現地の学生と調査を行う点、インタビューやプレゼンの仕方などを学んだことが役に立った。 

・ベトナムの食文化に触れられたことが一番興味深かった。その上で、ベトナムの風土で出のようなものが育て

られるかを知ることができてよかった。 

・現地の農業の現状を実際に見て勉強できたことがとてもよかった。ベトナム人学生の存在がとても大きかった。 

・グループ調査内容の事前知識が全くなかったので、いきなり英語で理解するのは難しかった。 

・まだ 2 年生なので、専門知識が追い付いておらず、しっかり「農業」を学べたとは言えない気がしたが、英語

力とコミュニケーションスキルは大変向上したと思う。 

・ベトナムと日本のあらゆる違いを感じることができた。 

・日本の農業について、もっと詳しく知っておくべきだと思った。 



・ベトナム語やベトナムの習慣を事前に知っておけばよかった。 

 

■英語力の向上について（英語でのコミュニケーション能力の向上） 

・英語のスキルはそれほど上がらなかったが、コミュニケーションは上手くとれたし、これからも役に立つと思

う。 

・英語を話すことに抵抗がなくなった。 

・ベトナム語の訛りが強い英語での授業や説明が分かりにくかった。 

 

■このプログラム全体を通して、不便に思った点、改善して欲しい点。（宿泊施設・スケジュールの改善） 

・トイレやお風呂がもっと衛生的であってほしかった。掃除もきちんとして、シーツもちゃんと変えてほしい。 

・不便な点もあったが、現地の現実を体感できて楽しかった。 

・シャワー、お湯の出が悪い点を改善してほしい。 

・グループワークのスケジュールが班によって随分差があったので、平等になるよう考慮してほしい。 

・プレゼンを作る時間がもっとほしかった。 

 

■事前授業についての要望 （事前に専門分野の講義・英単語の要望） 

・専門ではない分野の講義があったので、それをカバーできるような講義があったらよかった。 

・日本の農業についての講義があったらよかった。 

・日本語での授業をあらかじめ受けていたので、現地に行ってからの英語の講義が理解しやすかった。 

・ベトナムの気候の知識は役に立った。 

・講義の資料が役に立った。専門知識の英単語の学習をしてほしいと思った。 

・グループ調査でいきなり英語で理解するのはとても難しかったので、事前に講義や資料配布、渡航前の宿題で

調べる機会などがあったらよかった。 

 

 

Ⅶ．参加学生の感想 

 

成長できた二週間 in ベトナム 

応用生物科学コース食糧化学工学分野 2 年 城 聖実 

私は、このプログラムでベトナムの農業について多くの学びを得ることができました。研修前は、ベトナムと

いえば稲作やキャッサバの生産という知識しかなく、具体的な問題点や農家の方々が感じていることを考える

ことはできていませんでした。しかし、実際に現地に行って見ると農業に関する多くの問題点を抱えているこ

とが分かりました。特に、私はチームワークで稲作に関して学びました。日本ではほとんどの作業が機械によ

るものですが、ベトナムでは機械の導入ができず手作業が主でした。品種も確立したものがなく、農家によっ

て、時期によって、全く違うものを利用していました。実際に農家の方々の話を聞き、田圃に行きましたが、

想像していた日本のような青々とした田圃ではなく、病気や動物にイネが侵されている状況でした。プログラ

ムでは、このようにベトナムの農業について学ぶだけでなく、日本とベトナムを比較することで、日本の農業

の特徴も体感できました。このプログラムを通して、ベトナムの農業にはさらなる技術が必要で、農家の方々

も新しい知識を必要としているということを強く感じました。 

また、今回のプログラムは、私の初めての海外留学経験でした。最も大切だと感じたのは、英語の対話力とコ

ミュニケ－ジョン力でした。２週間、常に英語を使い続けるという体験から、更に英語を学びたいと感じまし



た。現地では、日本に帰国したときに、日本語を使うのに違和感を覚えるほど英語を使って生活していました。

授業では、日常会話だけでなく、農業に関する単語や学習に利用する単語の知識不足に気づかされました。次

に感じたのは、文化と生活の違いでした。ご飯の食べ方から、レポートの書き方まで様々なことが異なってい

て大変驚きました。現地学生とチームを組んで学習したこともとても良かったと思います。授業内容の確認や

プレゼンテーションの準備等で夜遅くまで現地の学生と議論することもあり、自分にとって大変成長できた２

週間でした。一方、町では、物乞いをする人や貧しい子供たちを見ることもあり、自分が学習に関して大変恵

まれた環境にあることを改めて気づかされました。この経験だけにとどまらず、さらに多くの海外経験を積み

たいと感じました。 

 

 

ベトナムでの 2 週間を終えて 

生物資源生産科学コース生物生産環境工学分野 3 年 松田 彩花 

今回私が参加したプログラムは主に講義、フィールド調査、グループ活動で構成されており、プレゼンテーシ

ョンおよびレポートにより評価が行われました。私のグループはベトナムにおける園芸作物の調査を行いまし

た。調査の前には農家へのインタビュー内容をグループで話し合い、調査後は集めた情報をもとにレポートお

よびプレゼンテーションを作成しました。このような活動をベトナムの学生といっしょに進めていく中で、ベ

トナムの農業や農業に共通する問題に関する知識を深めるとともに、英語による問題解決能力が高まったよう

に思います。 

また、今回は私にとっては初めての途上国への渡航であり、特に生活環境面において慣れないことが数多くあ

りました。英語におけるコミュニケーションにおいても、現地の訛りや自身の英語力不足により、うまく伝わ

らずもどかしい思いをしたこともありました。しかし、それらの環境下で 2 週間を過ごし、現地学生や先生方

とともに調査・話し合い・発表を行うという経験は、自分自身を心身ともに強く高めてくれたように思います。 

私はもともと交換留学に興味があったのですが、このプログラムを通して長期留学への思いがますます強くな

りました。一方で、自分の専門をもっと深めていきたいという思いも強くなり、特に研究室配属を控えた時期

にこのような経験を得たことは、本当に良かったと思います。日本とベトナムでは農業の作業の方法も異なっ

ていたので、日本の技術を学び身につけた上で、もっと世界に出ていきたいと思います。 

 

 

ベトナムでのプログラムを終えて 

生物資源生産科学コース生物生産環境工学分野 3 年 福本 雄基 

今回、ベトナムの農業を学ぶという目的で参加し、多くの農家を見学しました。日本の農業との違いがいろん

な場面で見られ、気候や経済状況といった要素がその理由だと考えられました。ベトナムの作物の栽培方法を

学んでいく中で、作物育種についても知識を得ることができました。 

私にとって留学という形での海外渡航は今回が 2 回目で、前回は全てが手探りの状態で慣れるまでに時間がか

かり苦労しましたが、今回は現地の学生と一緒にプレゼンテーション作りなどの作業を行い、自由時間を過ご

すなど、前回できなかったことができたように感じています。とはいえコミュニケーションで苦労したところ

も多く、気持ちをうまく伝えられず歯がゆい思いをした場面もありました。 

また、今回のプログラムは座学よりもフィールドに出ることが多く、特に現地の学生とチームを組んで行った

フィールド調査では、実際に農家を訪問してその実情を聴き取り、田畑の見学を行うなど、大変参考になりま

した。実際に見聞することで、その作物がどのような環境で育つのかを体で理解できたのはよかったと思いま



す。 

今回のプログラムを終えて、英語力の向上に加えて専門分野の知識ももっと必要であることを痛感しました。

農学部であるにもかかわらず、日本の作物の育て方について詳しく答えられなかったり、うまく説明できなか

ったことを踏まえ、今後は専門分野の知識に加え、それを説明できるほどの英語力を身に着けられるよう勉学

に励みたいと思います。 

 


