
九州大学農学部 スーパーグローバル大学等事業 経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援 

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２８年９月５日（月）～ ９月１８日（日）  

 （平成２８年９月４日（日）出発、９月１９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 1４名（3年生１名、2年生９名、1年生４名） 

 ベトナム国立農業大学 ６名（４年生１名、３年生２名、２年生3名） 

 

◎宿 泊 先 ベトナム国立農業大学内宿舎 

 

◎引率スタッフ 尾﨑 彰則  九州大学熱帯農学研究センター 助教 

 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２８年５月２日（月）～５月２２日（日） 

 ◆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 

   ④HP、Facebook掲載 

 

◎費 用 ◆航 空 券：75,070円 

 ◆査証取得費用：5,000円 

 ◆ハロン湾ツアー：90ドル 

 ◆SIMカード代：10ドル 

 ◆そ の 他：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公益財団法

人 日本国際教育支援協会 「学研災付帯 海外留学保険」に加入。 

 

 



◎スケジュール 

９/４（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） ⇒ 大学内宿舎（22:00 頃） 

９/５（月） 

午前：オリエンテーションおよびプレゼンテーション 

昼食：ウェルカムランチ 

午後：プレゼンテーション、ディスカッション、キャンパスツアー 

９/６（火） 
午前：講義 

午後：講義 

９/７（水） 
午前：グループ調査のオリエンテーション 

午後：グループ調査質問票作り 

９/８（木） 

グループ調査 

 フンエン  

午前：花卉栽培施設 

午後：VAC 農家 

 フト  

午前：移動 

午後：お茶農家、加工施設 

９/９（金） 
午前：養鶏場、果樹園 

午後：野菜農家、稲作農家 

午前：VAC 農家 

午後：低農薬野菜モデル農家、移動 

９/１０（土） 

Ba Vi フィールドトリップ 

午前：有機農園訪問 

午後：飼料畑、キャッサバ農園、酪農施設訪問 

９/１１（日） 終日フリー ハノイ市内観光 

９/１２（月） 

Thai Binh フィールドトリップ 

午前：市場、マングローブ林見学 

午後：養殖場訪問 

９/１３（火） 
午前：レポート作成 

午後：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

９/１４（水） 終日：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

９/１５（木） 終日：チームワーキング、プレゼンテーション準備 

９/１６（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 

９/１７（土） 終日フリー ハロン湾ツアー 

９/１８（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） 

９/１９（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 と提携する公益財団法人 日本国際教育

支援協会 「学研災付帯 海外留学保険」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・サーベイが含まれることと、プログラム日数が 15 日ちょうどであり、不測の事

態に備えるためにもビザを取得することとした。ビザの申請手順が変わり、以前は福岡にあるベ

トナム領事館で直接申請ができたが、今年からベトナム側の受け入れ機関（ベトナム国立農業大

学）が前以って移民局（Immigration Department）に申請をし、福岡領事館で受取という手順

になった。 

 

 携帯電話  

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

カード代と通話料は学生負担とした。 

 

 

 

 



 事前講義兼オリエンテーション   

 日 時：7 月 19 日（火） 18:20～19:30 

 場 所：21 世紀交流プラザⅡ 2 階セミナー室 

 講 師：尾﨑先生 

 主な内容：○ベトナムについての概要、日本とベトナムの関係、九州大学とベトナム国立農業大学

との関係。 

○ベトナムの農業について 

○4 つのグループに分かれ、下記内容にてグループプレゼン準備 

1. 日本農業の基本情報（生産物，生産状況，農事カレンダー等）について 

2. 日本の稲作について 

3. 日本の茶業について 

4. 日本農業に関連する地球温暖化問題 

 

 フィールドトリップ   

 日 時：8 月 7 日（日） 8:30 ～ 17:00 

 場 所：福岡県朝倉市、八女市 

 主な内容：朝倉市…山田堰・堀川用水路・三連水車 

         八女市…茶の文化館、八女大茶園 

 

 派遣前オリエンテーション  

  日 時：9 月 2 日（金） 13：00～１5：00 

  場 所：21 世紀交流プラザⅡ 2 階セミナー室 

  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。 

 

 

 

Ⅲ．プログラム実施内容 

 

 オリエンテーション  

 日 時：9 月 5 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 

 

 

 講義  

日 時：9 月 6 日（火） 9:00～17:35 5 コマ（1 コマ 75 分） 

場 所：ベトナム国立農業大学農学部ミーティングホール 

 

 講師・講義名 内  容 

1 

講 師：Hanh 先生 

講 義 名 ： General Agriculture and Rice 

Production 

ベトナムにおける農作物の生産と地域性、

稲の栽培方法、収穫、貯蔵、出荷について。 



2 
講 師：Hang 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。 

3 

講 師：Phip 先生 

講義名： Industrial Crop Production and 

Cultivation 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。 

4 
講 師：Tuan 先生 

講義名：Aquaculture in Vietnam 
ベトナムでの養殖業について。 

5 

講 師：尾﨑先生 

講義名：Agriculture and Rural Development 

by Using Information Technology  

IT を利用した農業および農村開発。 

 

 

【詳細】 

 講義そのものはベトナム農業の導入的なもので内容は難しくなかったが、英語による講義というこ

とで理解するのに苦労している学生もみられた。日本人講師の英語は比較的理解できていたようであ

るが、ベトナム人講師の英語を聞き慣れておらず、ただ話を聞くのみという講義形態のため理解が追

い付いていない学生もみられた。ただ、日が経つにつれ、ベトナム人学生との仲も深まり、ベトナム

英語に少しずつではあるが慣れてきて理解できる内容も増えていった。 

 

 チーム・サーベイ  

 日 時：9 月 8 日（木）～9 月 9 日（金） 

 場 所：◆フンエン  引率：Hang 先生、Tan 先生 

             内容：花卉、果樹、養鶏場、野菜農家、稲作農家訪問。 

      ◆フト    引率：Khuynh 先生 

             内容：お茶農家、お茶加工施設、VAC 農家、野菜農家訪問。 

【詳細】 

前日に 2 グループに分かれ、フンエン省およびフト省にある農家への質問表を作成し、9 月 8 日か

ら１泊２日のスケジュールでチーム・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。地方の町であっても、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：9 月 10 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。ここでは有機栽培の農家、

キャッサバ、牧草地、酪農施設を見学した。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。 

 

 

◆日 時：9 月 12 日（月） 

 場 所：Thai Binh 

 

【詳細】 

 Thai Binh はハノイ市内から南東へ車で３時間ほどの沿岸地域で、ここでは市場、養殖場、マング

ローブ林の見学を行った。Ba Vi と同様にここでも、ベトナム語での質問、回答を教員が英語に直し

て日本人学生への説明を行った。また、遂次ベトナム人学生が分かりやすいように日本人学生へ説明

の補足を行った。往復の移動に時間がかかり、複数の訪問先があるため、各見学先での時間があまり

長くとることができず、駆け足気味の見学であった。 

 

【レポート】 

 フィールド・トリップにおいては Ba Vi、Thai Binh どちらも A4 用紙 1～２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

ている学生もみられた。 

 

 

 プレゼンテーション  

 日 時：9 月 16 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、チーム・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１５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 6 名が参加し、英語での講義やチーム・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

の専攻が Crop Science と Plant Breeding 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、ともに食事をしたり、行動を共にして 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。帰国後も Facebook やメールで連絡を取り合い、よい関

係を続けている学生もみられた。 

 

 

 単位認定  

 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、成績がつけられた。本プログラムは特別開講科目として単位認定される

ため、帰国後九州大学の単位として成績もつけられる。尚、新 GPA システムにより、特別開講科目

もＧＰＡの対象となる。 

 

 

Ⅳ．環境 

 

 気候  

 ベトナム北部は亜熱帯地域に属し、夏季のハノイは高温多湿と非常に蒸し暑い。本プログラムは毎

年8月に実施していたが、今年は例年と違い9月に実施したため、湿度は高いが暑さはやわらいでいた

ため、昨年度までに比べると屋外での活動やフィールドトリップを行いやすかった。5月から10月に

かけて雨季ではあるが、プログラム期間中はあまり雨に降られることがなく、曇り空が多かったため

過ごしやすかった。 

 

 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

生も数名いた。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、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のゲストハウスに宿泊。農学部の建物や毎日食事をするレストランに

近く便利であった。ゲストハウス内には洗濯機がなかったため、学生たちは町中の洗濯屋に洗濯物を

出していた。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。また、WiFi は電波が弱いため部屋の中で利用できない学生もいた等、いくつかの小さ

な問題はあったものの、プログラム期間中概ね快適に生活できた。日頃、清潔でインフラの整った日

本の快適な環境で生活している学生にとって、海外での生活はよい経験になったのではないだろうか。 

 

 

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。自由時間では市内巡りやオールドハノイでのショッピングを楽しんだ。 

 

 

 ハロン湾ツアー  

 週末にハノイから車で 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。海外の世界遺

産を初めて訪れた学生ばかりで思い出深いものとなった。 

 

 

 

 

 

 



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（質問表作り

やプレゼン準備） 
③ Team Survey 

④ Ba Vi trip ⑤ Thai Binh trip ⑥ Presentation 

 

 

② 

・調査の準備では、まだあまり知らないベトナム学生と距離を詰めるという点。プレゼンテーショ

ン準備では、ベトナム学生と共に意見を交換して作業をせざるを得ない状況なので、相手と何

とかコミュニケーションを取らないといけないことが困難であり面白くもあったこと。さらに、

あまり堅苦しくしなく、皆で楽しんで、チームで最後の目標に向かって協力できたこと。 

・ベトナムの学生と英語で話し合いながらコミュニケーションをとることはとても貴重な体験だ

ったし、英語の勉強になりためになったから。 

・プログラム中で最も苦労し、達成感を得ることができたから。英語を使って、誰がどの部分を

担当するか、プレゼンテーションで何を伝えたいか、どのように工夫するかなどを話し合わな

ければならなかった。日本語でも話し合うのは難しいのに、英語で伝え、互いに納得しなけれ

ばならなかったので、たくさんの時間を要してしまった。それでも、伝わった時はとても嬉しか

ったし、ただベトナム人の意見に賛成するだけでなく、反対したり意見を言ったりできたのが良

かった。他のチームより、ただ結果を述べるだけでなくそれからさらに話し合い、問題を見つけ

て解決策まで考えることができた。最終的に、時間がないなか自分たちの伝えたいことを伝

えることができた。 

・調査前に質問事項を話し合い、調査後に得られた情報を共有してプレゼンテーションの準備を

するという単純な作業だが、コミュニケーションのツールが英語であったため、簡単には進ま

なかった。しかし、自分の意見を伝えられた時や相手の意見を理解できたときに達成感を感じ

ることができた。また、プレゼンテーションの好みも違い、興味を引くものもあったので今後取

り入れていこうと思った。 

・はじめは各々の意見も違う中、うまく意図が伝わらないこともあったが、意見交換を通し、より

よいプレゼンを作るために努力した時間は非常に有意義だった。英語でのコミュニケーション

の難しさと、その楽しさを同時に感じることのできた時間だった。 

③ 

・V-A-C systemでは、敷地見学で池と果樹が隣接したところが、農地というより自然がそのまま

利用されているようにみえて、小さなジャングルのようだったこと。Dong Tao chicken では、

ニワトリ自体がとても奇妙でインパクトがあったこと。この２か所が特に日本で直に見れないよ

うな農業だったこと。また、全体に言えるのは、接近してものを見たり触れたりできたこと。農

家が明るく元気だったこと。 

・様々な場所を訪問させてもらえて、農学のことだけでなく、少しだけではあるが経営の勉強も



することができたから。一番興味を持てたのは V-A-C システムの見学。ベトナムにしかない農

業形態をみせてもらえたこと、農家さんの収入の話になった時の笑顔がとても印象的だった。

一番衝撃的だったのは Dong Tao chicken 見学。初めて見る動物に驚いてしまった。また食べ

させてもらったけれどあまりおいしいと感じなかった。なぜ高級料理なのか今でも少し不思

議。 

・お茶農家の訪問。事前に日本のお茶畑を見に行っていたため、日本との違いが分かって面白か

ったです。 

・特に VAC ファームでの見学が興味深かった。日本にはない農業システムで初めて見たので学

ぶことが多かった。また、一泊二日のフィールドワークを通して、チームの仲がより一層深まっ

て良かった。 

・一番興味深く、楽しかったのは３のチームでのフトへのフィールドトリップだった。このフィールド

トリップのおかげで、チームのみんなとの結束がより一層強くなり、以降の日程を楽しく過ごす

ことが出来た。お茶農家では日本との栽培方法の違いが良くわかり、面白かった。VAC システ

ム農家では日本にはない独特のやり方がよくわかり、面白かった。難しいところはクィン先生

が解説して下さったので助かった。 

・普段は日本でもあまり知る機会のない農家や農業の実情を知ることができたから。また、農業

における課題や展望などいつもなら考えないようなことを考えるきっかけになったから。 

④ 

・オーガニック農家と畜産農家を訪れる事で、ベトナムの食の安全についての意識の低さと、無

農薬野菜の難しさを知り、現在の世界の農業の課題の一つを見る事が出来たのではないかと

思えたからです。 

⑤ 
・特に興味深かったのはスズキの養殖場だった。女性の先生が丁寧に解説して下さり、大変分か

りやすく、面白かった。 

⑥ 

・初日のプレゼンテーションは、最後のプレゼンテーションに備え、皆の良いところや自分の改善

点を発見するに加えて予行にもなったこと。また、プログラム開始までの間、緊張感を保てた

上に、最後のプレゼンテーションの緊張緩和にもなったこと。最後のプレゼンテーションでは、

プログラムの締めとして、初日からの進歩とチームの成果を皆に披露できたこと。 

・プレゼンテーションは、今回のプログラムでは計二回ありました。一度目は日本の農業に関す

るプレゼンテーションで、約一か月かけて取り組んだものでした。わかりやすいプレゼンテーシ

ョンにしようと努力し無事にプレゼンテーションを終了させた時の達成感はいまでも忘れられ

ません。二度目はベトナムの農業を実際に見聞きし、それをプレゼンテーションするというもの

でした。一度目のものと比べかなりの時間を要するもので、全くプレゼンテーションの練習を

する時間がありませんでした。しかし、実際には自分が思っていた以上の出来で発表すること

ができ、また他の人からも評価していただけたので、自身の自信へとつながりました。このよ

うな理由で、プレゼンテーションが今回の留学でもっとも満足度が高かったです。 

・英語でプレゼンを作って発表する機会はあまりなかったので、いい経験となった。英語での話

し合いや発表を考えることは疲れるものだったが終わったあとの満足度が高かった。 

・英語でのプレゼンをする機会が今まであまりなかったので、良い経験になりました。 

 

 

 

 



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 

・講義が単調であった。 

・漁業の授業。時間の関係かもしれないが、レジュメ通りに進めてくれなかったので全然理解で

きなかったから。 

・現地のベトナムの教授の講義を受けましたが、文字ばかりで聴衆の顔を見ずに講義をしたり

と、全く聴衆のことを意識されていない講義がありました。 

・まだベトナムに行ったばかりで英語になれておらず殆ど英語を聞き取れなかったこともある

が、ベトナムの先生のプレゼンが情報を羅列しただけの単調なものであったため最後まで集

中して聞くことができなかった。日本の先生のような学生も参加することができ、興味を持っ

て聞けるプレゼンをしてほしかった。 

・一日だけの授業だったこともあり、知識が消化不良となってしまった。何日かに分けて行う方

がより知識が定着し、また考える時間もできると思う。 

・正直なところ、一番面白くなかったのはお茶についての講義であった。お茶についての講義

といいつつ、そのほかの作物の説明に多くの時間を割き、お茶に関しての説明が少なかった。

また、日本との違いでしょうがないのだろうが、ベトナムの先生方のプレゼンテーションは内

容が濃く、多くの情報を一枚のスライドに詰め込んでいたので、講義についていくのが大変

だった。 

③ ・事前に作った surveyは作るのにかなりの時間を費やした割に、あまり使用しなかったから。 

⑤ 

・マングローブは、根っこが入り組んだ密林のようなものも見て見たかった。全体的には、移動

が長かったことと巨大スズキ以外はインパクトがあまりなかった。 

・自分の英語力のなさによって、先生のお話が全くといっていいほど聞き取ることができず、

理解できないまま終わってしまったから。また、ベトナム人学生に場所を開けてもらってそこ

で話を聞いていたら、カメラマンさんに押されて結局集中して先生のお話をきくことができ

なかったから。 

・全体的に時間が押していて、質問時間が短かった。 

・１日を通してバタバタしていた様に感じた。そのため、訪問の時の内容も薄くなり、時には時間

がないからという理由で質問をすることさえできなかった。交通渋滞など仕方のない点はあ

るが、もう少し余裕のあるスケジュールだったら、もっとよい訪問になったと思う。 

・ベトナムの水産業について、あまり具体的なことがわからなかったような気がするから。 

 

 

 

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 

 

・シャワー室の換気扇が壊れていたこと。食事で脂っこいものが続いたので、できればサラダや果物がもっ

とあればよかったと思った。 



・ベッドの硬さは均一にしてほしかったです。 

・朝ごはんは自由にして欲しかったです。 

・部屋によって Wi—Fiが通じにくかった点。 

・朝ごはんの量が多くてたべるのがつらいです。昼食、夕食も毎回残してしまっていたので、量を減らしても

いいと思います。 

・ゲストハウスは想像より綺麗で特に不自由なく生活することができた。 

・朝ごはんが多くてきつかったので、自由に食べる制でもいいかと思いました。あと、スケジュール的に厳し

いかもしれませんが、真ん中あたりで、何もない日（観光もない日）を入れたら、体力ももつかと思いまし

た。 

・ややスケジュールがきつい感じがしたので、もう少し緩めてほしいと思います。 

・ベトナム人との交流時間（フリーで行動できる時間）がもう少しあったらいいなと思った。ゲストハウスのＷ

ｉ－Ｆｉ環境がもう少し整っていてほしかった。 

・特にありません。大変満足しています。しいて言うなら昼休みがとても長くて暇な時と短くてドタバタする

ときがあったのでそこのところだけ改善してほしかったです。 

 

 

◆学習面（講義・フィールドトリップ） 

 

・英語の講義で一方的な説明が続いたこと。フィールドトリップで狭いところには大勢は入れず、後ろの方

では説明を聞きながら実物を見るのが難しくなったので、２，３グループを作り、説明者を１人ずつ付け、ロ

ーテーションで見学できればよかったと思う。もしくは、学生がもう少し周りと情報を共有して、話の前半

後半で自主的に前後の位置を入れ替えればよかった。ベトナム学生の男女比。 

・事前学習はとても良いと思ったが、お茶以外の漁業や林業についての予備知識がなかったため、ベトナ

ムの漁業や林業の農家を訪れても比較しづらかった。全部の事前学習をすることは不可能であるが、事

前プレゼンで日本の農業について説明したが、みんながその内容を大方理解しておくべきであった。 

・フィールドトリップのとき、もう少し先生方の声が大きかったら嬉しかったです。聞き取りにくい時がありまし

た。 

・バスに乗っている時間が長かった気がしました。 

・基本的にスケジュール通りに進まなかった点。米のところで質問時間が十分取れずに困った。 

・講義はもっと聴衆のことを意識してつくってほしいです。フィールドトリップ前の質問作成時間がいるのか

も疑問です。 

・フィールドワークが多く、実際に見ながらベトナムの農業について学ぶことができてとてもよかった。 

・フィールドトリップは複数同じ種類の農家へ訪問したこともあり、途中で少し飽きてしまいました。 

・とてもよかったです。フィールドトリップはもう少し時間に余裕が  

あるといいと思いました。 

・全員でフィールドトリップに行ったとき、先生の声が小さく、聞きと

れなかった。前にいた一部の生徒だけに伝えているように感じた。 

・日本人の比率が高かったのは少し問題があったと思う。 

・移動が非常に多く、タイトスケジュールだった。学習テーマが非常

に多様な分、あまり深く学習できていないように感じた。 

 



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。 

 

・ベトナムの先生の講義や学生との会話を通じて、非ネイティブスピーカーどうしでの英会話の難しさに気

づけたこと。異文化と言っても、ほとんど違いは目に見えず、互いに話がかみ合わなくても不快感はなく、

寧ろ笑っていられたので異文化を持つ人々との交流においての不安や恐怖のような思い込みを解消で

きたこと。 

・一緒にご飯を食べることで異文化交流ができてよいと思った。 

・ベトナム人学生とサッカーに行った時に研修に参加していない他の一般ベトナム人学生に会う事ができ

てよかったです。 

・帰国してからも連絡を取り合っているので、英語の勉強になっている点。日本語や日本の文化を教えるこ

とで、改めて日本について考えることができた点。 

・海外の学生と友達になれました。きっとこのつながりは将来に生きると思います。 

・日本に帰ってきても交流が続いている点。 

・異文化交流を通して自分の視野が広がったことがよかったと思う。実際に現地で見るものすべてが日本

とは異なっていて、ベトナム人と会話していても、日本とは違っていることばかりで、驚かされることばか

りだったが、それらを通して、自分の世界が広がったように思う。 

・コミュニケーションがとれるか不安だったが、最後には冗談も言えるほどになっていて、とりあえず話して

みることが大事だと気づけよかったと思います。また、ベトナムの学生と話していて、勉強に対するモチ

ベーションがあがったのがよかったです。 

・ベトナム人学生と英語で交流し、ベトナムにコネクションを持つことができたのが良かったです。 

・ベトナム人は、初対面の人ともすぐに交流し、当たり前のように話を弾ませているように感じた。これは日

本人とは違う点であると思うが、そのおかげで、一緒にスポーツをしたり仲良くなったりできたと思う。 

・友達ができたこと。これは非常に大きく自分の世界が広がった。各々の目標に向かって努力する友達を日

本だけではなく海外でも作ることができ、これからたくさんの刺激が受けられると確信している。 

・日本にいただけでは、絶対に出会うことのないベトナム人と出会い、仲良くなれて一生の友達ができたこ

とが一番よかったです。また、ベトナムのカフェや料理などもおいしくて大変よかったです。 

・もともと自分は内向的だったが、異文化交流の中で積極性が身についた。自分の英語力の現状を知るい

い機会になった。コミュニケーションがうまくいかないときも多かったため、今後はもっと英語力とコミュ

ニケーション能力を高めたいと思えた。 

 

 

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。 

 

・ベトナム農業と言えば、米とコーヒーのイメージが強く、広い農地で大量生産していると思い込んでいた

が、実際は、小規模な農家がいくつもあり、果物や家畜も様々で面白いものを作っていたこと。また、農業

機械がほとんどなく、数名の作業員を雇っておこなうところに農業の過酷さが見れたこと。途上国は、ま

だ安全性より生産性を求めているのかと思っていたが、少なくとも訪れた農家では有機栽培や周りの環

境に配慮した農業を試みていたこと。化学肥料や機械に頼るより、環境に合わせて試行錯誤していたと

ころ。 

・日本とは違う面がたくさん見れてよかった。 

・オーガニック農家と safe vegetable を見に行けてよかったです。 



・発展していない、というのを目の当たりにできた点。機械化されていないだけでなく、機械がないという

ことに違和感を感じないほど発展していなかった。農家が多くの工夫をしているのを知れた点。発展途上

国だからこそ人の創意工夫が重要なのかもしれないと思った。 

・特に VAC システムなど、日本にはなくベトナム特有の農業の一端に触れられたことがよかったです。 

・資料で見るのとは違い、実際に見に行くことで分かることがあった点。 

・正直なところベトナムの農業については、留学前は全く知らなかったのでまずはベトナムの農業につい

て学べたことが自身にとってプラスになったと思う。しかしながら今回見たのはほんの一部であって、ま

だベトナムの農業についてほとんど知らないということを忘れずに、これからの勉強に生かしていきた

い。 

・ＶＡＣシステムは、ベトナムにいくまで知らないシステムだったので、実際に見ることができてよかったで

す。また、ベトナムでは作物を市場に出す際に、日本とは違う方法をとっている農家が多く、大変興味深か

ったです。 

・日本とは違った熱帯地方の農業について学べ、世界の農業を知るにあたっての重要なきっかけとなった

と思います。 

・必要以上のコストをかけないように意識しながら農業をしているように感じた。特にＶＡＣシステムは、今ま

でに見たことがなくとても新鮮だった。もっとスペースをうまく使って規模を大きくできれば、よりよいシ

ステムを手に入れることができるのではないかとも感じた。私たちが見学できた農家は、ベトナムの中で

もかなりの成功を収めた農家であるという現実を聞き、見学できたのも大きなメリットだと思う。一般的

な農家を見学することはできなかったが、グループ活動の時に調べたことで、それらの格差も知ること

ができた。日本でも収入や規模に差はあるが、ベトナムの格差は比べ物にならないほどであるように感じ

た。今後、もっとベトナムの農業について学ぼうと思ったきっかけになった。 

・ベトナム特有の農業形態について学ぶことができてよかった。特に vac farmのシステムは興味深く、農業

と水産業と畜産業が相互作用し、無駄の少ない循環型の経営を行っていることは効率が良いと感じた。

一方でもともと池を含んだ土地を所有していなければ、vac は始めにくいという問題点も見つかり、光と

影の双方を垣間見ることができた。 

・VAC システムなどの日本ではあまり聞いたことのない農業の方法を学べ、日本との違いなども学べてよ

かったです。また、農業だけでなく、水産業についても学ぶことが出来、日本の水産業についても興味を

持つことが出来、よかったです。 

・今まで、海外の農業を知る機会がほとんどなかった。ベトナムの農業を知ることで、日本の農業との共通

点も見つけることができた。自分はもともと農業関係の仕事をしたいと考えていたが、海外での活動にも

興味がわいた。 

 

 

6. 意見や要望、感想等を自由に記入して下さい。 

 

・今回のフィールドトリップは、分野に縛られず様々なものが見れて満足しているが、有名なコーヒー農家も

見てみたかった。プレゼンテーションでは、先生は１例を示すぐらいで、それぞれのグループが話し合いで

決めた型にはまらないものでもいいと思った。質問タイムも余裕がほしかった。このプログラムの活動は

どれも日本で経験できないものだったので自由時間も含めとても有意義なものであった。特に、年齢や

国籍に関係なく、ともに相手を尊重して活動を行うというところが最も刺激的だった。 

・私の体調管理が甘かったせいでメンバー、先生方に多大なご迷惑をおかけして本当に申し訳なかったで



す。また自分もすべてのプログラムに満足に参加することができなかった、という不完全燃焼感でいっぱ

いです。 

・全体的に本当に満足できるプログラムだったので、特に意見や要望が浮かびません。来年以降も是非行

って欲しい、もっとたくさんの人に参加してほしいプログラムでした！ 

・今年の夏の農学部の短期留学には 2種類あり、ひとつはオーストラリアにおける語学研修、もう一方がフィ

ールドワークが主なベトナムのプログラムでした。ベトナムのプログラムを選んだ理由はたくさんありま

す。まず 1 番はお金が安くいけるという点。これには返還不要の奨学金や、宿舎などの料金を大学が負担

していたから。大学に、国に感謝です。2 点目は発展途上国であるということ。大学生のうちに発展途上国

に行き、発展途上国の現状を把握し、自分が当たり前だと思っていることが現地ではどうなのかなどを、

テレビなどのメディアを通してではなく、この目で確かめたかったという点。3 点目はフィールドワークが

メインだということ。ただ語学のためだけに海外に行くのは少しもったいないのではと感じていて、英語

を学習することを目的とするのではなく、ノンネイティブ同士が英語を通して共通の課題に取り組み議論

し合うということに惹かれました。実際にベトナムに到着して感じたことはたくさんあります。まずインフ

ラ整備が整っておらず、信号機は少なく、常に交通渋滞。中にはバイクに 4人で乗っている人も。市場など

を見ても、日本では考えられないような衛生状態で肉や野菜を売っていたりと、予想はしていたものの

少なからず衝撃はありました。 

次にベトナム国立農業大学の学生との交流です。まず初めにお互いが自国の農業をパワーポイントで発

表したわけですが英語はペラペラで、農学に関する知識は豊富、プレゼンテーションは人を引きつけるよ

うなスライドを軽々と作ったり、学力の高さを見せつけられました(まぁ、全ての授業を英語でやるような、

英語に特化されたクラスの中でも優秀な人達が集まっていたからかもしれませんが)。 

次にベトナムの基本的な農業の知識をベトナム人の教授の講義を受け、実際にフィールドワークへ。ベトナ

ム特有の農業などを垣間見、その農家さんに質問し、それを元にプレゼンテーションを行うというのが全

体の流れでした。グループに分かれ、リーダーとなり、グループを指揮しようとして思ったことが、自身の

英語力とリーダーシップの欠如。班員に助けられてなんとかプレゼンテーションは成功できましたが、優秀

な海外の留学生と比較した自分の無力さを痛感しました。連日かなり忙しいスケジュールであったり、班

員の 1 人が風邪でダウンするなどで、休む暇がなかなかなく、睡眠不足や昼飯をスキップしてパワーポイ

ント作りに励むなど、かなりハードでした。パワーポイントが完成したのが前日の夜で、原稿は書いたもの

のまったく覚える時間がなく、リハーサルもほとんどできていない状態でのプレゼンテーションでした。プ

レゼンを終えて感じた事は、賞を狙うなどの考えより無事にプレゼンを終えられたことの達成感。全力で

取り組んだことは、結果がどうであれ素晴らしい達成感を味わわせてくれます。また、時折息抜きとして

九州大学の引率して下さった教員にベトナムの世界遺産である遺跡やハロン湾、オールドハノイでのショ

ッピングなど、観光面でもかなり楽しく貴重な体験をすることができました。 

今回の留学で、人前で努力して作ったプレゼンテーションをする楽しさ、また人前で話すことに対する自

信がつきました。プレゼンなど人前で話すことは普段の大学の講義でしないことなので、この貴重な体験

をできたことが、今回の留学を満足なものにできたのだろうと思います。 

また、ベトナムに入国してからずっと思っていたことが、引率してくださる先生方が事前に準備してくださ

ったことに私達生徒は従っているだけであり、移動は全て大学のゲストハウスから出発するバスで、日程

なども全て先生に決めていただいている。今回の留学は引率してくださった教員・大学・国のお陰で成り

立っていたことを強く肝に銘じておきたいです。本当にありがとうございます。 

また、実際に見て歩いたところは整備されている観光地や大学付近くらい。訪れる農家は全て裕福なと

ころばかり。発展途上国の中の良い側面ばかりを見て、あまり悪い側面には触れませんでした。先生が仰



っていた通り、今回の留学でベトナムや発展途上国を語る事はできないと思いました。 

この短期留学でますます海外に行って様々な経験をしたい気持ちが強くなりました。 

今回学べた自分の足りていない所である英語能力やリーダーシップなどを日本にいる間に意識して鍛え

て、今度は交換留学などの制度を通して大学の代表として海外の大学に赴き、自分の専門とする勉学に

励めたらと思います。 

・二週間充実したプログラムでした。 

・とても勉強になり、楽しい二週間でした。本当に参加してよかったです。本当にありがとうございました。 

・予算の関係上仕方がないかもしれませんが、ベトナム人学生の数をもう少し増やしていただけるともっと

日本人も全員が英語で交流できたかなあと思います。人数が相対的に多い日本人同士で固まってしまう

という場面が多々見られました(もちろん悪いことでは無いとは思いますが…) 

・２週間を通していろいろなことを学べた。最も強く感じたのは、自分らがどれほど恵まれた環境にいるの

かということだ。今回のように留学できるというのも当たり前ではない。海外に行きたくても制度が整っ

ておらず、留学ができないという学生はたくさんいる。だからこそ、このような留学の機会を無駄にせず、

必ず自分の将来にいかしていこうと思う。また、今回の留学は、短期であり、参加費も安く、初めての留学

には絶好のものだったと思う。今回の留学を通して、今後の大学生活を見直すとともに、次回はもっと長

期間の留学をしようと思えた。 

・来年はベトナム人と日本人の比率をできる限り同じに近づければよいと思う。 

・フィールドトリップのもう一つのグループが二年生男子一人で、とても大変そうだったのでもう少し班分け

を考えるべきだったと感じています。全体を通して、大変満足度の高いプログラムでした。新たな日本人

の友人も出来、ベトナム人とも知り合うこともでき、大変うれしかったです。先生方も大変親切で、プログ

ラム中のレポートなど大変な部分もありましたが、本当に楽しかったので、ぜひ後輩たちにも勧めていき

たいです。 

・今回の研修で自分に欠けていた積極性を身につけることができた。また、日本人、ベトナム人の学生と交

流することで刺激を受け、自分の進路について考えるきっかけにもなった。この２週間で楽しみながらも

多くのことを学ぶことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. プログラムでの各項目を評価。 5点満点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語講義  3.36               Team Working  4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Survey  4.71              Ba Vi Trip  4.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Thai Binh Trip    3.79                             Presentation    4.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価  4.79 
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