
こんにちは、林 胤廷 ( リン インテイ ) です。私はずっ
と都会で生活していたので、自然に囲まれた環境に
憧れていました。ここは、自然を楽しみながら集中
することができるので、勉強にはもってこいだと思
います。福島に来たばかりの時は、初めての環境に
とても不安でしたが、先輩達や先生方もすごく優し
く、色々な場所を案内してくれたり、大学のことを
紹介してくれたので、不安感がなくなりました。福
島大学に来て心からよかったと思っています。

Hello, my name is “Wataru” !
Fukushima University offers students classes 
in a wide range of subjects, lectures with 
outs tand ing  spec ia l i s t s  w i th in  the i r  
discipline, field work in the region and 
seminars, where you can communicate with 
the local population, residents of other 
prefectures and foreigners.
The best thing about Fukushima University 
i s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  s u p p o r t  a n d  
interdisciplinary approach and provide 
conditions for the personal development to 
each student.

皆さん、こんにちは。新入留学生の羅 韻之 ( ラ インシ )
です。コロナウイルスの影響のため遠隔授業となって
しまい寂しい気持ちはありますが、SNS を通じて福島
大学の新たな友だちと出会うことができました。よく
LINE でチャットをしています。チャットをしている時、
新しく友達になった日本人学生は間違った日本語や、
今もう使わない言葉を教えてくれます。良い友達と出
会えて嬉しいと思っています。

私は蔡 昊宸 ( サイ コウシン ) です。来日してから四
年になります。ここは東京のように電車の駅やバス
停などが沢山ある訳ではないので、交通手段を考え
る必要があります。このことは不便だとしても、決
して悪いことではないと思います。私はこれを機に、
バイクや自動車免許を取りたいと考えています。今
後も日本で生活していく為に必要なことなので、
チャレンジしようと思います。今はコロナの影響で
色々と問題がありますが、充実した大学生活のため
に努力していきたいです。

福島大学ってこんなところ !

福島大学で学ぶことができて、私は本当に幸せに感
じています。ここは豊かな自然に囲まれているので、
勉強に集中することが出来るし、野外活動もありま
す。
講義は自分が興味のある科目を自由に選択できるの
で、とても楽しいし、意欲も湧いてきます。それから、
親身になってくれる先生が多いです。わからないこ
とがあれば、先生に丁寧に教えいただけるので、と
ても助かっています。

福島市は、静かで暮らしやすい町です。市民の方は温か
い人が多く外国人に優しいし、普通に声をかけてくれる
ので、日本人の友達がたくさんできると思います。ちな
みに、福島の夏は結構暑いのですが、そのため桃がとて
も美味しいです。大学は自然が豊かなのでリラックスし
て学習できる非常に良い場所です。学生や先生、スタッ
フまでみんな優しいので、在学中は困ることがほとんど
ありません。留学生向けのイベントも色々あるので、他
の学生や留学生と楽しい時間を過ごしています。

福島大学で他の留学生たちと一緒に日本語を勉強するこ
とは、とても楽しいです。他国の習慣を知ることができ、
会話の練習にもなり、本当に役立ちます。日本語の先生
から正しい使い方を丁寧に指導いただけますし、間違っ
た時もすぐ直してもらえます。 以前は日本語に自信があ
りませんでしたが、今は自信がつきました。皆さん、一
緒に勉強しましょう ! さらに、福島大学では部活やサー
クルが多く、勉強以外の楽しみもあります。勉強はもち
ろん大事ですが、部活やサークルで活動すると、将来就
活にも役立つと思うので、是非参加して欲しいです。

初めて福島に来た理由は 1 年の交換留学でした。帰国
後は卒業して就職しようと考えていました。でも、福
島大学で留学生活を送る中で色々と経験して、友達も
沢山できました。何より、ここでの生活がとても好き
になりました。福島大学に戻って来た理由は、もっと
勉強したい、自分の限界まで頑張りたいと思ったから
です。長い間海外に住めば、自分自身を更に深く知る
ことができますし、新しいことにチャレンジすること
で答えがたくさん返ってきます。海外での生活は自分
のコンフォートゾーンから抜け出すことができるチャ
ンスだと思います。

From the beginning, Fukushima and Fukushima 
University were the right choice for me. As I am 
from the countryside in Germany, and dislike big 
cities and metropolises like Tokyo, Osaka etc. I 
need nature, trees, mountains to feel at home. 
That is exactly what Fukushima and Tohoku is 
for me. Fukushima Prefecture is rich in culture 
and history, and even shortly after arriving we 
were able to join festivities in a neighboring 
town to experience exactly that. Over the year I 
grew attached to Fukushima and I started to see 
it as my second home. I am planning to come 
back!

私たちは福島に来たことと福島大学で勉強したことを
心から喜んでいます。交換留学プログラムのおかげで、
様々な日本の文化を経験して、日本語能力を向上する
こともできました。皆さんには親切にしていただき、
心からのおもてなしを受けました。自然はとても美し
くて、たとえイベントや祭りがなくても、花見山など
の自然を満喫しました。
沢山の感謝の気持ちを
セルビアに持って帰ります。

Hey everyone!  My name is Donovan
 (, a doctorate student from the US).
Fukushima University provides a
great atmosphere not only to 
study or research, but to make friends 
and enjoy the various cultural activities
 in Japan.  You will be allowed to gain a wide 
range of experiences.
People here are very supportive and helpful 
that Fukushima University will become your 
second home, and you will certainly want to 
stay or come back after the exchange 
program ends… (like I did!)

四季の美しい風景が

見られます !

こんにちは、廖 紫伶 ( リョウ ツリン ) です。福大で勉強
して深く感じたことは先生方からの気配りです。私は正
規留学生と違って、学部や院の授業を支障なく受けるこ
とが出来る日本語レベルがない、というのは紛れもない
事実です。それでも未熟な私を受け入れ、うまく話せな
い時も正しく意図を理解してくださいました。福島大学
で経験したことは、かけがえのない思い出になりました。
日本での留学を考えている人たちに、福島大学を留学先
に考えてもらえたら嬉しいです。

地域政策科学研究科 /交換留学生
台湾出身

廖  紫伶 さん

共生システム理工学研究科 /国費留学生
アメリカ出身

アンダーソン ドノヴァン さん

経済経営学類 /国費留学生
ハンガリー出身

メーサーロシュ フルジナ さん

経済学研究科 /国費留学生
ベラルーシ出身

スタルジンスカヤ ナスタッシャさん

気軽に話しかけてね !

ミロシェヴィッチ・ヨヴァナ
ミロシェヴィッチ・ネヴェナ

人間発達文化学類 /交換留学生
セルビア出身
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経済経営学類 /交換留学生
ドイツ出身

ウストニクラス さん

大学生活
満喫するぞ !

ミャンガンチメグ

人間発達文化研究科 /私費留学生
モンゴル出身

ツェツェゲー
さん

共生システム理工学類 /私費留学生
ベトナム出身

ディン ミン トゥアン さん

人間発達文化学類 /私費留学生
台湾出身

林 胤廷 さん

共生システム理工学類 /私費留学生
中国出身

蔡 昊宸 さん

経済経営学類 /私費留学生
中国出身

羅 韻之 さん

経済経営学類 /私費留学生
ベトナム出身

ファム ティ トゥ グイット さん

福島のこと

教えてくださ
い


