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デラサール大学(学部交換留学)
サンパウロ大学(学部交換留学)
経済学部 4 年

留学先 フィリピン・デラサール大学
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フィリピン・デラサール大学交換留学
≪留学前後のスケジュール≫
留学前
フィリピン：
09 年 1 月：家族に相談
09 年 6 月：TOEIC 初受験（650 点
くらい）

学

留学後
フィリピン：
10 年 11 月～就職活動

中

ブラジル：

ブラジル：

11 年 1 月：家族に相談

12 年 4 月：就職予定

11 年 3 月？：留学面接
11 年 7 月末：ビザ取得

1. デラサール大学（De La Salle University）
デラサール大学は、フィリピン大学、アテネオ・
デ・マニラ大学とともに名門大学の一つだ。これ
らの大学には、フィリピン中から優秀な学生が集
まる。デラサール大学は私立大学であり、学費は
フィリピン大学（国立大学）の約 3 倍（約 26 万円）
と非常に高額である。デラサール大学とアテネ
オ・デ・マニラ大学は非常に強いライバル関係に
ある。デラサール大学はフィリピンの首都マニラ
のマラテに位置する。大学周辺にはスラム街が広
がり、ストリートチルドレンやホームレスも多い。
そのため、大学のセキュリティーチェックはとて
も厳しい。ID カードをゲートにいるガードマンに
提示しなければ入校することはできない。また、
ノートパソコンやカメラなどを持ち込む際には必
ずガードマンにチェックを受けなければならないなど徹底している。
大学の設備はかなり充実している。図書館、パソコンルーム、食堂、診療所はもちろん、
ジムや屋内プール、カフェ、ATM、WiFi が利用可能であり、冷房も年中寒いくらいにきい
ている。唯一の悩みは、日曜日に大学全館が閉館になることだった。課題作成に追い込ま
れる週末に図書館等を利用できないのは困った。
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スケジュール

09 年 5 月？：留学面接

留
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英語圏+非英語圏

2．授業カリキュラム
デラサール大学には交換留学生用の授業プログラムがあるわけではなく、交換留学生は
一般学生と同じ授業に参加する。留学生は学部学科に関係なくどの授業にも 1 セメスター4
つまで参加が可能だ。
授業の理解はとても大変だった。理解に苦労したのには 3 つの理由があったと思う。①
授業は英語、②そもそも内容が難しい、③授業は英語！と思いきや、実は現地語のタガロ
グ語も織り交ぜたりする。英語に加え、タガログ語という意味不明な言語を繰り出され、
私の集中力は削られた。
私が受講していた授業には、宿題、小テスト、レポート、プレゼンテーション、中間・
期末試験などが課されていた。また、全ての授業にグループワークの機会が設けられてい
た。グループ論文、グループプレゼンテーションの成績に対する比重は大きく、どの授業
もグループワークを非常に重視している（様な気がする）
。グループワークでは英語のチェ
ックや論文の書き方を教えてもらうなど、大いに助けられた。
デラサール大学には語学学校が併設されている。交換留学生も通うことが可能だが、授
業料が高く、授業の評判もあまり良くなかった。

3．フィリピン人
① 嗚呼フィリピンタイム
フィリピン人の時間感覚、そのおおらかさには何度も驚かされた。友人のエドリック（ゲ
イ）達に誘われ映画を観に行った時のことだ。私は、約束の夜 6 時より 30 分遅れで映画館
に到着した。しかし、そこにはエドリック等の姿はない。そこで、彼女に電話を掛ける、
「（私）
今映画館着いたけどどこにいる？」
「（エドリック）オーマイガッ！もう着いちゃったの！？
早すぎるよー！！リラックスして待っていて！HAHAHA」・・・。恐るべし、フィリピン
タイム。その日、全員そろったのは 8 時過ぎ、映画を見始めたのは夜 10 時を過ぎてからだ
った。
② ホスピタリティー
ニノイ・アキノ国際空港でのMr. Reodael 1による満面の笑みでの出迎えから、帰国の送迎
まで、フィリピン人のホスピタリティーにはいつも驚かされた。ある日、親友のトキ（ゲ
イ、現在政治家）にパーティーがあるからと誘われ参加してみた。約束の場所に着くとそ
こは高級そうなホテルだ。トキに案内されるままにホテルの一室に入ると、私と全く面識
のない女の子の誕生パーティーだった。初対面の私を誕生日の主役もその他の人も快く向
かえ入れてくれる。私の狭い常識では考えられないシチュエーションだったが、フィリピ
ンではそんなことがあっさりと起きてしまうのだ。

1

デラサール大学の留学生担当者。
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4．フィリピン・マニラでの生活
■住居
私は、約 1 年のフィリピン生活で 2 回引っ越すことになった。最初に住んでいたのは、
大学近くのコンドミニアムの大学所有の部屋だった。ここには留学当初の 2009 年 8 月から
2010 年 4 月まで住んだ。家賃は約 14,000 円/月だ。
フィンランド人のパウリ と約半年をここで共に生活した。パウリの好物はビールと太陽
だ。天気が良ければ、もしくはビールがあれば彼はもうご機嫌だ、勉強していたかと思う
と、突然に「ビール！」と叫びだしては、私をバーに連れ出す。そんなご機嫌なルームメ

た。
その後は、大学近くのラサーリアンセンターというとてもとてもボロイ部屋に引っ越し
た。ここに帰国まで滞在する予定だったが、とてもとてもボロイ私の部屋はとてもとても
大きなゴキブリたちの住み処だった為、再引っ越しを 1 週間で決意した。私のゴキブリ駆
除の技術はここでの数日間の生活でとても上達した。対ゴキブリには殺虫スプレーではな
くビーチサンダルが有効だ。
最後にたどりついたのは韓国人用の下宿先であった。デラサール大学には大勢の韓国人
留学生がいる。彼らのほとんどが大学入学のために母親とともに来比し、語学学校で英語
を半年ほど勉強するそうだ。大学近くには韓国人が集うコリアンタウンのようなものがあ
る。私は、そのコリアンタウンの韓国人夫妻が経営する韓国人下宿先に 2 カ月弱滞在させ
てもらった。私以外は全員韓国人。朝食からキムチ。テレビからはハングル。あいさつは
「アニョハセヨ」。まさに小韓国の世界だった。オーナーの韓国人夫妻は英語をほとんど話
せない。話さない。話す気がない。私との会話は、韓国語または片言のタガログ語だった。
こんな摩訶不思議な世界を 2 カ月弱満喫した。
図 1

■交通機関
交通機関も便利だ。LRT・MRT 3、バス、ジ
ープニー、タクシーなどがある。LRT、MRT、
バスは初乗り約 20 円。
ジープニーは約 14 円。
タクシーは初乗り約 70 円だ。ジープニーは最
も安く 24 時間どこでも捕まえることができる
ため、お気に入りだった。行き先を把握するの
が難しいが、ヒマな時、適当にジープニーに乗
りマニラを探検するのは楽しかった。
2
3

Dematis？というレズビアンが集うバー。
電車のこと。
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イトだった。パウリと私お気に入りのバー 2が向かいにある、このコンドミニアムをとても
気に入っていたのだが、新しく来比する交換留学生に部屋を譲ることになり部屋を後にし
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■ショッピング・飯
フィリピン・マニラでのショッピングは快適だ。コンビニもあり、大学近辺にはファス
トフード（マクドナルド、ピザハット、ケンタッキーなど）やスーパー、ショッピングモ
ールもある。大学からは少し遠く、値段は高いが日本食レストランもある。どこのスーパ
ーにも日本や中国、韓国の食材（そば、カレーなどなど）が売られていた。物価は安く、
マンゴーなどのフルーツもうまい。
フィリピン料理も少し油っぽいがなかなかいける。学食や安めの食堂に行けば一食 150
円くらいでおなかいっぱい食べられる。アドボとシニガンが好物だった。

5．インターンシップ
2010 年 5 月末から 2 週間、某日系総合商社にてインターンシップを経験した。海外で働
く経験は進路選択の指針になるかもしれない、と思ったことと指導教官のアドバイスがき
っかけだった。
インターンシップをするに当たり、まずフィリピン日本人商工会議所を訪問した。ここ
で管理されている在マニラ日系企業の情報を得ようと試みたが、「怪しいやつが来た」とい
う感じであっさり追い返されてしまった。T シャツ、短パン、サンダル、髭での訪問はフィ
リピンでも大変失礼なのだと学んだ。
次に、在フィリピン日系企業のニュースを yahoo!philippines や現地新聞 などを利用し
検索し、住所や支店長名、企業活動などを調べた。日系企業 2 件にインタビュー（卒論テ
ーマに関して）とインターンシップの願いの手紙を支店長宛に送り、1 社からインターンシ
ップを検討してくれるという返信をいただけた。
A 社マニラ支店にインターンシップ用のプログラムはなかった為、私の希望をいろいろと
考慮していただけた。ここで、社内外の会議や事業現場の見学、法律家への質問状の作成、
夜のマニラを経験することができた。

5．帰国後：就職活動
フィリピン留学は結果的に私の就職活動に大きな影響を与えた。第 1 に、進路希望に大
きく影響した。留学期間中に行った総合商社でのインターンシップが、商社マンに憧れる
きっかけになった。第 2 に、面接でのアピールになった。留学中の経験などは話のネタに
なった。特に、なぜ「発展途上国」のフィリピンを選んだのか、などは毎回質問され、フ
ィリピンを留学先として選択したこと自体がアピールになっていたように感じた。
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ブラジル・サンパウロ大学交換留学
1．サンパウロ大学（Universidade de São Paulo） 4
私が現在（2011 年 11 月 15 日）通うサンパウロ大学は、南米で最も権威のある大学の中
の一つだ。キャンパスはいくつかに分かれているが、私が通うサンパウロキャンパス（ブ
タンタン）は非常に大きい 5。キャンパス内を車が走り、大学バス 6も走り、市営バスまで
大学の施設は充実している。私が通う経済学部では Wifi、PC ルーム、食堂、パン屋、図
書館（工事中）などが利用できる。また、経済学部から徒歩 15 分の場所に中央学食
（Bandejão）もあり、1 食 1.90 レアルと格安だ。私のお気に入りの施設はスポーツセンタ
ーだ。ここでは、サッカー場、バスケットコート、ジムやプールなどが利用できる。プー
ルで飛び込みの授業に参加するのが楽しみの一つだ。

2．授業カリキュラム
ここでは、私が現在通っている経済・経営・会計学部（FEA 7）の授業について紹介する。
留学生は 1 セメスターに 6 つまで受講が可能だ。FEA で開講されている授業の内、96％く
らいはポルトガル語での授業だ。残りの 4％（3 つの授業）が英語での授業だ。私はポルト
ガル語での授業を 1 つ、英語での授業を 3 つ受講している。ポルトガル語での授業は、ポ
ルトガル語で書かれた教科書を読み、ポルトガル語で議論し、ポルトガル語でテストを受
ける。授業の理解には非常に高いレベルの
ポルトガル語力が必要だと感じる（が、私
の語学力はそれに遠く及ばない）。英語で
の授業は、まれにポルトガル語の文献を利
用することもあるが、英語を理解できれば
問題はないはずだ。これらの授業を受講し
ている学生の 90%くらいは交換留学生だ。
授業ではレポートやグループワーク（ペー
パー・プレゼン）などが課せられる。
留学生用に週 1 回有料 8のポルトガル語

4
5
6
7
8

通称 USP（ウスピ）。
北大 5 つ分くらいと推測。
大学バスは無料。
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade。
1 セメスターあたり 90 レアル。支払期限はとっくに過ぎている。
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走る。ブラジル人の運転は乱暴だから道を渡るときはいつも命がけだ。
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英語圏+非英語圏

講座が用意されている。留学生は、開講前にポルトガル語のインタビューを受け、A（初級）
・
B（中級）
・C（上級）レベルにクラス分けされる。私は見事Aレベルに分けられたが、他授
業との都合上Bレベルを受講している。授業といってもポルトガル語でブラジル人と会話す
るだけで、文法などを体系的に学ぶものではない。先生はポルトガル語しか話せないので、
文法や単語の説明等もポルトガル語というとても愉快な授業だ。

3．

ブラジル人

① ブラジル人とポルトガル語
ブラジルの公用語はポルトガル語だ。留学から 3 か月を過ぎた今も私はポルトガル語に
苦戦している。ブラジルに行くまで、「英語は少し話せるし不便しないだろう」と思ってい
たが、大間違いだった。街を歩くブラジル人で英語を話す人はほとんどいない。サンパウ
ロ大学の学生でも全く話さない人もいるくらいだ。いかにも英語を話しそうな顔立ちをし
ているから、罪が重いような気がする。ただ、彼らの英語はとてもかわいい。ポルトガル
語を話すように英語を発音する為、
「OH MY GOD は、オーマイゴッヂ」、
「HARRY POTTER
は、ハヒーポッター」、
「Facebook は、フェイスブッキ」になる。

② ブラジル人とフッチボール（サッカー）
ブラジルと言えばサッカーだ。ある日、韓国人留学生のChoi等と共にコリンチャス 9の試
合を見に行った。コリンチャスサポーターのブロックに席を探していると、何人ものコリ
ンチャスファンからヒドイ罵声を浴びた。原因は私の来ていたTシャツの色がライバルチー
ム 10のカラーだったことらしい。急いでTシャツを脱ぎChoiのジャージを借りた為、事なき
を得たが、ブラジルで最も怖かった瞬間だった。

4．

ブラジルでの生活

■住居
大学構内に学生寮もあるが、留学生は滞在することができないらしい。私は、大学か
らバスで 40 分ほど離れた Perdizes というところにあるブラジル人家族の家に下宿してい
る。ブラジルに到着してから 2 週間ほどホテルに滞在し、滞在先をネットや大学の張り紙
などを頼りに探した。家賃は 850 レアル/月だ。大学周辺には 600 レアル/月以下で住める。
■治安
サンパウロの治安は決して良くない。留学生の友人でも数人が道で強盗にあっている。
大学内では、キャンパスでマリファナを吸った学生が逮捕され、軍警察の構内巡回に抗議
するために学生が建物を占拠するなど、最近は特に賑やかだった。しかし、私を含めほと
9
10

サンパウロの人気チームの 1 つ。元ブラジル代表のロナウド？も在籍していたらしい。
パルメイラスのこと。
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んどの留学生はトラブルなく生活できている。ダウンタウンやファベーラ（スラム街）な
ど危険な地域もある（サンパウロで一番危険な場所は試合後のサッカー場とその周辺かも
しれない）が、それら地域を除けば安全な生活は可能のはずだ。

■ショッピング・飯
サンパウロの物価は高い。国産の米や肉などは安いが、輸入品は非常に高い。レストラ
ンの食事もかなり値が張る為、大学の食堂が安くて便利だ。
サンパウロの地下鉄は 2.90 レアル、バスは 3 レアルで乗ることができる。サンパウロに
とができる。これを利用し、バスに乗ると 3 時間以内の乗り換えが無料になるため、とて
も便利だ。

5．

まとめ

新興国の人・街はとてもエネルギッシュで楽しかった。これは、日本や他の先進諸国で
は味わえない感覚かもしれない。未知の土地・文化は語学や専門研究だけでなく、私の様々
な面を鍛えてくれたと思う。
《留学アンケート》
① おすすめ（ガイドブックにないスポット、観光地、店、お気に入りの場所、食事 etc.）
フィリピン：
Green Place（デラサール大学わきにあるぼろい飲み屋）
Dematis？（Leon-Guinto にあるレズビアンが集うバー）
10Q（大学前にあるコンビニ・薬局）
ブラジル：
Bandejão（大学の食堂）
：一食 1.90 レアルで山盛り食べられる。マズイこともよくある。
② マナーやタブー
いつでもおおらかに
③ 持っていってよかったもの（重宝したモノ、喜ばれた日本のモノ、ウケた特技
北大 T シャツ
辞書
④ 留学前の必見本

or ウェブサイト

フィリピン：
大野拓司,寺田勇文『現代フィリピンを知るための 60 章』明石書店、2001 年。
ブラジル：
11

ポルトガル語辞書

学生用 BILHETE ÚNICO もあり、運賃が半額になる。が、申請が面倒。

97

etc.）

二段階

も日本のPASMOのようなもの（BILHETE ÚNICO 11）があり地下鉄・バスで利用するこ

