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国際食料資源学特別コース（農学系サブコース）
「自分革命から深い感謝の気持ちを
持ち生きている」

メモリー

〜進路・就職に役立つ先輩の経験・体験談〜

教育実習奮闘記

熱帯作物学研究室
グ

エ

ン

ティ

ト ウ

ハ

「母校での教育実習を終えて」

ン

学部３年 NGUYEN THI THU HANG
自分のこと（体・気分・健康）を大事にする

農業生産科学科

日本へ来る前は食事時間が不規則でずっと睡眠不足
の状態という最低な生活習慣だった私は２年経って健

学部 4 年

康な生活が出来るようになったのが一番良かったこと
だと思う。１年目は本当に体調が悪く生き続けられる
か分からないくらいつらく、しょっちゅう病院に通っ

応用植物科学コース
熱帯作物学研究室

濵田

一期

コロナ禍の大変な時期に、６月１日から母校での２
週間の教育実習をさせていただきました。

ていた。しかし、そのおかげで、健康ほど幸せな事だ

迎えた初日は懐かしい体育館で、生徒・先生方の前

と言うことがよく分かり、
「自分革命」を行うことに

で挨拶を行いました。壇上に上がった瞬間、不安と緊

した。22年間自分に付いた悪い習慣を変えるのは正直

張・責任・期待に応えたい思いに押しつぶされそうに

に一番激しい争いだった。毎日２時間運動（朝ヨガと

なり、これからの２週間これらを背負って過ごさなけ

筋トレ・夜ランニング）と早寝早起きを自分に果たし

ればならないのか。とマイナスな気持ちになってしま

て、結局半年６キロ痩せて、食事も週末にちゃんと作

いました。

り置き、掃除もきちんとすることになった。新しい自

しかし、人懐っこい生徒が多く気軽に「濵田先生！」

分に凄く満足でこれから幸せな生活を送れると信じて

と声をかけてくれたり、実習や授業を通してよくコ

いる。

ミュニケーションをとることができたり、先生方から
自分の考え方、見た方が変わった

海外で初めて来たのは鹿児島県。２年生になり、ア
ンバサダーとして市の魅力を紹介する役割を引き受け

は職員室などで懐かしいお話や励ましのお言葉をいた
だいたりと日が経つにつれてマイナスな思いは、次第
に楽しさとやりがいに変わっていきました。

たおかげで、あっちこっちへ行けて市の文化や特産や

研究授業に向けては校内で学力や学習姿勢に大きな

美しさを理解するともに国際交流の珍しいチャンスに

高低差があり、実習に関しても非農家の生徒が多く授

もなった。大学のプログラムでホームステイも体験し

業を行う際のレベルの設定には大変苦労しました。高

て、日本人の実生活も楽しんだ。また、国際コースな

すぎても低すぎても生徒の学習意欲を 50分間維持さ

ので、インドネシア海外研修も行って、自分の世界は

せることは難しく、導入でいかに生徒を授業に引きこ

広く開かれた。国際交流を通じて、勉強になったのは

むことができるかを意識する必要がありました。

価値観の違いを受け入れ、違う意見も取り入れて理解
することが大事なこと。

教材研究や指導案作成をするにあたり、授業参観を
させていただいた際、今まで生徒の目線で授業を受け

お肉屋さんとコンビニなどのバイトも１年間やっ

ていましたが、教師の目線で授業を見ていくと、今ま

た。よく筋肉痛がひどくなり、自分のお父さんの大変

で気づかなかった授業の展開方法や時間配分・生徒た

さも理解出来て感謝の気持ちが高まった。

ちの目線などが重要であることに気づかされました。

自主栽培という授業を取って、先生たちの教えと助

迎えた研究授業当日は身近な話題から生徒を引き込

言を頂き、初めて自分の菜園を作ったことが何より嬉

み、PPTを活用し生徒の目線を前に向けさせ授業の理

しかった。収穫した美味しいスイカは熱帯作物の自分

解度を高めさせることができたと思います。また、落

の研究室の皆さんと一緒に食べて良い思い出になっ

ち着いた話しぶりで聞きやすく、進路活動や課題研究

た。

などに関連付けた一貫性のある授業を展開することが

これから自分を磨き続け、昨日の自分にまけないよ
うに頑張りたいと思っている。

できていたとお褒めの言葉もいただき、充実した２週
間を締めくくることができました。多くの方々に助け
られ励まされたこの 2週間の出会いと経験を糧にこれ
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からも精進していきたいと思います。

「教育実習を終えて」
農業生産科学科

実習風景の写真

応用植物科学コース
害虫学研究室

学部 4 年

角田

謙信

２週間の教育実習を終えて、短い期間ではあったが
先生方からのご指導や生徒との実習等を通して貴重な
経験が出来た。

「市来農芸高校での
教育実習を通して」
農業生産科学科

畜産科学コース
家畜繁殖学研究室

学部 4 年

池田

佳穂

私は６月１日から 12日までの約２週間、教育実習

研究授業では、お茶の栽培管理について座学で２回

で鹿児島県立市来農芸高等学校に行ってきました。今

授業を行った。今回の授業の目標として、生徒が積極

年はコロナ感染症の流行により、多くの学校が教育実

的に発言する機会を設けて活気ある授業にしたいと考

習を延期している中、市来農芸高校では私たち教育実

えていた。しかし初めて授業を行うということでとて

習生を受け入れ、いろんな経験をさせていただいたこ

も緊張し、その緊張が生徒にも伝わってしまったのか

とで充実した教育実習生活を送ることができました。

生徒からの反応が少なかった。生徒は先生の姿や立ち

初日の朝、校門の前でたくさんの生徒が元気な挨拶

振る舞いをしっかりと見ているので、余裕をもって授

で迎えてくれ、とても嬉しかったことを覚えています。

業を行うべきだった。また、授業の進むペースが想定

初日はオリエンテーションがあり、普通高校出身の私

していたよりも早く進んでしまったため、チャイムよ

にとって農業高校の雰囲気やシステムのすべてが目新

りも早く終わってしまった。その理由として考えられ

しいものでした。教育実習を上手くやれるか不安でし

るのが生徒との対話が少なかったためだと考えられ

たが、担当クラスの生徒たちが笑顔で交流してくれた

る。授業の導入では前回の授業の確認や問いかけるこ

おかげで期待へと変わりました。

とで生徒に発言する機会をもうけていたが、その後の

私が担当する研究授業は「LHRの進路指導」と「養

展開では講義スタイルの授業になってしまい生徒に発

鶏」でしたので、指導して下さる先生の授業を拝見し、

言をさせる機会が少なくなってしまった。このように

授業の学習指導法を学ばせていただきました。先生方

初めて生徒に対して授業を行ったが、なかなか思うよ

の生徒に対する細かな気配り、生徒が興味関心を持ち

うに展開できずに自分自身の課題が多く見つかった。

やすくするための授業展開の仕方など、私自身が生徒

座学の授業以外では、農業の実習や部活動等にも参

だった頃には気付かなかったことを教育する立場に

加した。一緒に圃場の作業や部活動に取り組む中で、

なってたくさん気付かされました。先生方は、生徒が

例えば座学ではあまり意欲的ではない生徒が、主体的

思う以上に生徒のことをよく見ておられることを実感

に作業に取り組んでいたりと教室の中では見られない

しました。これらのことは、私が研究授業の準備や実

ような違った一面を発見することが出来た。生徒それ

際に授業をする際に最も意識した課題となりました。

ぞれに個性があり、それを理解するためには様々な機

生徒の作業スピード、理解度を確認しながら適当な時

会を通して生徒に関わっていくことの重要さを学んだ

間配分で授業展開することを考え、授業の内容はでき

コロナウイルスで大変な状況の中で実習を受け入れ

るだけ少なくし、生徒が理解して内容についてこられ

てくださって指導や支援をしていただいた先生方、ま

るように精一杯丁寧に授業をしました。研究授業で担

だまだ未熟な自分に対して「先生」と生徒が呼んで慕っ

当したクラスの生徒のみんなから「とても分かりやす

てくれたことで、この２週間で少しは「先生」に近づ

く、楽しかった」と言ってもらえたので、頑張って授

くことが出来たのかなと感じた。

業計画を立てたことへの達成感がありました。
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２週間の教育実習を終え、お忙しい中、時間を割い

とにいつしか心地よく感じるようになっていました。教

て 懇切丁寧に指導して下さった先生方、そして真剣に授

育実習で明確となった課題を残りの大学生活で解決し、

業を受け、楽しく交流してくれた生徒のみなさんに心か

自分のスキルを向上させていきたいと思います。

ら感謝しています。今回の教育実習での貴重な体験から
たくさんのことを学び、物事を相手の立場になって考え
行動することの大切さも再認識できたので、これらのこ
とを忘れずに残り大学生活、さらに大学卒業後の生活に
ぜひ生かしたいと思います。

「教育実習を終えて」
農林環境科学科 地域環境システム学コース
農業環境システム学研究室

学部 4 年

野中

大誠

９月上旬より２週間、地元の高校で教育実習を行いま
した。母校という事もあり、緊張や不安はなく生徒と触
れあうことを楽しみにしていました。２週間という期間
は、これまでに感じたことがない早さで過ぎていき、非

留学体験記
「アメリカ留学を終えて」
農林水産学研究科 農林資源科学専攻
農業経営学研究室

修士 2 年

常に濃く有意義な時間となりました。
私が担当した３年生のクラスは男子が９割を占め、個

山崎

宏志

無事８か月間のアメリカ留学を終えることができた。

性豊かで非常に活気のある元気なクラスでした。教育実

今回の留学では、大学の交換留学制度を利用し、ジョー

習期間はクラス内での問題が発生し、丸１日を使った緊

ジア大学に在籍した。前期は語学学校に参加し、後期か

急クラス個人面談が実施されたり、担任の先生が学校中

ら大学で会計学と経済学の講義に参加した。

に響くような大きな声で怒ったりなど、教師を目指す私

結論から言うと、私の留学は信じられないほどに上手

にとって非常に勉強になる出来事が沢山ありました。こ

くいきすぎた。勉強面では、鹿児島大学の留学生係から

の実習期間中に感じたことは、すべての先生方が“生徒を

厳しいと言われた前期だけでの語学学校の卒業を果たす

第一に”と考えて行動していたことです。職員室では常に

ことができ、後期からの大学の講義ではコロナで途中帰

生徒の話で持ちきりで、一人一人の生徒のことを自分の

国するまで評価Ａをキープし続けることができた。また、

子供のように思い、たくましく育てようという一心で取

生活面ではトルコ人のルームメイトとニューヨーク、ワ

り組む姿が印象的でした。

シントン、ヒューストンなどへ旅ができ、クリスマスに

研究授業は大学で専攻していない分野でしたが、自分

はアメリカ人の友達が実家に招待してくれ、映画で観て

なりに理解し授業の展開を考え、先生方の授業見学から

きたアメリカのクリスマスを経験できた。とにかく毎日

ヒントを見つけ本番に臨みました。当日は校長先生・教

がとても充実していた。アメリカで知り合えた友達には

頭先生が授業を見学され、多少緊張はしたものの、生徒

本当に感謝している。

の発言を引き出し深掘りすることによって、クラス全員

そんな中、新しい価値観を持った。それは、海外から

で授業を作り上げることが出来ました。また技術の向上

見た日本を意識するようになったことだ。その背景には、

に悩む部活動生や、進学先に不安を持った生徒とも何度

海外の人の日本に対しての意見に誇りや責任を感じたこ

も話し合う機会があり、私が体験した部活動での思い出

とがある。例えば、私が日本人だと言うと、
「日本人はい

や教師を目指すようになったきっかけなどを話すことで、

い奴が多い」など海外の人達は日本に対して良いイメー

生徒たちに少しでも役に立つアドバイスができるよう努

ジを持っていた。そして、このことは慣れない土地で良

めました。

い人間関係を構築するのにとても役立った。しかし、同

実習先に赴任してすぐは ｢先生｣ と呼ばれることに違

時に私自身が海外の人達が言うような立派な日本人なの

和感があり、恥ずかしいとすら感じていました。しかし、

かと不安にもなった。そこで、海外の人達が抱いている

日がたつにつれ段々と慣れていき、｢先生｣ と呼ばれるこ

良い日本や日本人像は、過去の日本人の様々な功績のお

あらた同窓会学生向け会報
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かげだと考えるようになり、
感謝するようになった。また、

良い経験となった。チームメイトは主張が強く、委縮し

これからも日本を良くしていく責任が私達にはあると感

ていると全く相手にされないような雰囲気だった。そん

じた。そのため、私も先祖達のように日本社会に貢献し、

な中で過ごしたことで、自分の意見を主張することの重

世界に良い影響が与えられる仕事ができれば幸せだと現

要性を体感することができた。

在考えている。

異国の地でマイノリティーとして生活していく中で、

最後に、充実した留学生活を送れたのは、友人や先生

うまくいかないことが多く、落ち込むことも多々あった

方のご協力があったおかげだ。そして、何よりも支えて

が、そのおかげで、普段日本で自分を支えてくれている

くれた家族のおかげである。本当に感謝しています。あ

家族や先生方のありがたさを改めて感じることができた。

りがとうございました。

生まれてからずっと鹿児島で育った私にとって、留学は
毎日が刺激的で、学業、考え方などあらゆる面で成長で
きたと感じている。研究室の先生方をはじめ、トビタテ、
留学生係など今回の留学をサポートしていただいた全て
の方に感謝している。

「マレーシア生活」
農林水産学研究科

食品創成科学専攻
植物病理学研究室

修士２年

中村

康史

大学で農学を学ぶ中で、鹿児島特有の亜熱帯気候を生
かした農業に興味を持った。そこで、熱帯地域の農業及
び、自分の専門である植物病理学を学びたいと思い、文
部科学省主導の官民共同プロジェクト「トビタテ！留学
JAPAN日本代表プログラム」の派遣留学生としてマレー
シアのプトラ大学へ留学した。

「留学体験記」
農林環境科学科

森林科学コース
森林政策学研究室

学部 3 年

古里

孝志

2019年８月から 2020年３月までの間、ブラジルはアマ
ゾナス州、アマゾン川が流れ、多くの動植物が生息する

私が通っていたプトラ大学のメインキャンパスは、郡

マナウスに位置するアマゾナス連邦大学（UFAM）で留

元キャンパスの約28倍で広大な農場があり、多種多様な

学を行った。UFAMへの留学はトビタテ留学JAPAN制度

熱帯作物が栽培されていた。授業は、その広大な農場を

を用い、鹿児島大学の協定校への交換留学及び現地での

生かしたフィールドワークが中心で熱帯作物の様々な病

インターンシップという建て付けで行った。

害について学ぶことができた。
また、留学中はきつい経験もした。所属する研究室の
担当教員との１回目の面談で、持ち込んだ研究テーマを

今回の留学では環境に優しく、森をつくるといわれる
「森林農業」について学ぶために、その農法のメッカとも
言えるブラジルでの留学を選択した。

断られてしまったのだ。不測の事態にものすごく落ち込

UFAMでは、森林農業に加え、農業経済学や農地測量

んだが、なんとかテーマを決め直し研究を行うことがで

学などの講義を受講した。それらは全て現地の公用語で

きた。他の研究室のメンバーと協力しがら研究を進めて

あるポルトガル語で行われていたが、私自身は本格的に

いく中で、異文化の中でも積極的かつ誠実にコミュニケー

ポルトガル語を学んだ経験がなかったため、専門的な講

ションを取ることで信頼関係を築けることを学ぶことが

義を理解するのには大変骨が折れた。しかし、クラスメ

できた。

イトや先生とのコミュニケーションを積極的に図り、周

また、学業以外でも様々な貴重な経験をすることがで

りからのサポートを受けられるように努め、なんとか理

きた。特に大学対抗のサッカー大会に出場したことは、

解することができた。この時に、
「待っていても何も変わ

異文化のコミュニティに所属する上で大切な教訓を得た

らない、自分自身からアクションを起こさなければ何も
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変えることはできない。
」と強く感じ、そこからより主体

本当に素晴らしい幸運に恵まれていたと感じる。それは

的に行動を起こすようになった。

出国前から始まっていた。８月初旬の出発日朝、搭乗手

次に、長期休暇の間にインターンを行った。インター

続きカウンターの方から、ビジネスクラスへの無料アッ

ン先は、パラ州トメアス と呼ばれる、現地で多くの日系

プグレードを打診されたのだ。やらないわけが無い。唐

人のコミュニティができている地域で、森林農業を行う

突すぎる幸運に感謝して、狭い席で耐えなければいけな

現地の農家でホームステイを行った。そこでは、現地労

かったはずのフライト 10時間を、フルフラットの席で片

働者とともに働き、朝から晩まで汗を流し、実践を通し

手にシャンパンを持ちながら優雅に過ごしたのだった。

て森林農業を学ぶことができた。また、ホームステイを

そんな幸先良すぎるスタートで始まった私の留学生活は、

通して、ブラジルの農村地域の貧困を肌感覚で感じ、私

ここでは書ききれないほどに濃かった。

自身の中で初めて、社会問題に対して強い関心が生まれ

私の留学は環境がテーマであり、SDGsに関する授業

た。この関心を、ただの関心で終わることがないように、

を中心に学んだ。他にも、環境配慮の生活がスウェーデ

問題を深く追求し、何かアクションを起こしたい。

ン社会へ浸透した背景を学べるのではないかと思い、ス

その後、インターンを終え、来期のUFAMでの学習の

ウェーデン文化の授業なども幅広く受講した。大学での

準備を行なっている最中、それは突如起こった。コロナ

学びは、今までの理数的な思考だけでなく、人文学や社会、

ウイルスの感染拡大である。これにより、私は当初1年間

経済といった知識も多く要求され、専門の分野に縛られ

であった留学の予定を短縮し、急遽日本への帰国を余儀

ず学ぶことは刺激が多く非常に興味深かった。授業があ

なくされた。ようやく、言語や生活に慣れ、余裕が生まれ、

る時期は図書館に朝から晩までこもらないといけない程

これからさらに頑張っていこうと思った矢先の出来事で、

本当に良く勉強したが、遊びも充実していた。テストが

私自身このエネルギーをどこへ向けたら良いのかわから

終わると大学構内にはフェス並みに大きなステージが設

なかった。帰国後鹿児島大学に復学し、前期はオンライ

置され、重低音響く音楽と共に飲んで踊って、よくイメー

ンでの講義を受け続けたが、人に会う機会が少なく、イ

ジする海外の大学そのものを体験した。

ベントも何もない状況で、代わり映えのしない日々はあっ

勉強も遊びも全力投球な留学生活を終えた今、私は燃

という間に過ぎ、
気付いたら前期が終わっていた。そして、

え尽きたわけでも無く次のステップに向けて前向きな気

2020年9月現在もコロナウイルスの感染終息の見通しは

持ちだ。これも、留学での貴重な経験のおかげだと思っ

立っていない。

ている。留学中全てが今までの日常と違う環境のなかで

アフターコロナと言われる時代では、大きく社会の有

自分自身についても見つめ直すことができた。留学で得

り様が変わっているであろう。今後、就職活動を行い、

られたことは数え切れないほど多く、快く迎え入れてく

社会に出ていくことを考えると、私自身非常に不安であ

れた方々、送り出してくれた方々、周囲の皆さんのおか

る。けれど、ブラジルでの、アマゾンでの、日本と何か

げだと、とても感謝している。今後は、留学生活で学ん

ら何まで異なる環境

だことを存分に生かし、日々精進していきたい。

の中で過ごした経験
は私に勇気と自信を
与えてくれる。それ
を 糧 に 今 後 も、 頑
張っていきたい。

「スウェーデン留学」
同じコースの友人達

農林水産学研究科 環境フィールド科学専攻
利水工学研究室

修士 2 年

森田

くるみ

2019年の 8月から約半年間スウェーデンへ交換留学を
し、コロナウィルスが日本全国で流行し始める直前に留
学期間を終え、帰国した。思えば、この留学は最初から

overall inauguration で伝統の汚し合い

