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１．はじめに 

 私は 2016年 10月から、日本語・日本文化研修生として

鹿児島大学に留学している。日本へ来る前、ブラジルの

マナウスにあるアマゾナス連邦大学の外国語学部日本

語・日本文学科で勉強していた。なぜ、日本からは遠い

マナウスのような都市に日本語・日本文学科があるのだ

ろうか。 

 歴史的に見ると、1908 年以来、日本の多くの家族がブ

ラジル全国に移民しているため、ブラジルは世界最大の日系人居住地である（160 万人以上  

ブラジル人口の0.7％）。以前、日本人移民は極めて低賃

金の農作業に従事していた。しかし、自分たちの生活を

改善することができた。様々な世代で、日本文化は非常

に人気があり、毎年、多くの日本の祭りがブラジルの

様々な地域で行われている。 

 1930 年 1 月 2 日に、ガラナの農園で働くため、アマゾナス州に日本人の最初のグループが移

住した。勤勉と絶え間ない社会的協力を通して、アマゾナス社会の中に自分たちの拠点を作っ

た。アマゾナス州での日系人口の増加にともない、日本人がたくさん住む地域ができた。その

中に、日本の工場が開設され、マナウスに住んでいる日本人の子供たちのために、二つの学校

が建設された。西部アマゾン日伯協会や、アマゾナス日系商工会議所という機関もあり、去年

は、バイリンガル（ポルトガル語 - 日本語）公立学校も設立された。この学校ではポルトガル

語と日本語で教育をしている。 

 日系移民コミュニティの活動は、経済的、

文化的、また教育的側面から、アマゾナス州

に大きな影響を与えた。そして、2011 年に、

需要に応えるために、アマゾナス連邦大学に

日本語・日本文学科が設置された。 メインキャンパスの入り口 

第１回目の移民開始、サントス港にて 

マナウス



 2017 年までに、210 名ほどが日本語を学んでいるが、その中で 2017 年までに、卒業すること

ができたのは５名だけである。なぜなら、このコースは夜間部だからだ、ブラジル人は、高校

時代の終わりに就職活動が始まるため、日本語・日本文学科の学生のほとんどは仕事をしなが

ら、大学に通っている。困難な生活なので、私のクラスでさえ、30 名のうち、まだ勉強を続け

ているのは6名のみだ。 

 2012 年、私は日本語・日本文学科

の第2期生として入学した。私が日本

語を専門として選んだ理由のひとつ

は、近年、就職率が高くなってきてい

るからだ。それだけでなく、私は外国

語を勉強するのが大好きだ。そして最も重要なポイントは私は日本語の教師になりたいと思っ

ている。卒業した先輩達、5 名の中で、4 名が公立のバイリンガルスクールで日本語教師として

働いている。私は卒業してから先生になりたいと思っているが、これは楽観的な未来だろう。 

 日本に来ることは重い責任のある仕事をしながら、勉強するという日常生活の中で、遠い夢

のようだった。２年生と 4 年生の時、マナウスにある日本総領事館で日本に留学するための筆

記試験を受けたが、不合格だった。しかし、2016 年に鹿児島大学と出身大学とで結ばれた交流

協定のおかげで、私はアマゾナス連邦大学から鹿児島に来る最初の学生として選ばれた。留学

を通じて、教科書でしか見ることのできなかった日本を訪れ、自分の日本語能力をレベルアッ

プすることができると思い、2016年10月に日本に来た。これは長い間待っていたチャンスだっ

た。 

 そして今、私は日本にいる。日本語を勉強し、日本で生活し、さらに、毎日、鹿児島の文化

を学んでいる。私が思っていたものとは時々違うものがあることも事実だが、それが新しい場

所に来た居住者にとって自然のプロセスだと思う。私は 2018 年３月に大学を卒業する予定であ

る。卒業したら、ブラジルか日本の大学の修士課程に入学したいと思っている。常に新しい研

究に努め、そして、私が日本語の教える次の世代の学生と日本での知識や経験を共有したいと

思う。 

日本語・日本文学の第2期生の残りの学生   2013年の忘年会 



2.フィールドワーク 

2.1.出水市フィールドワーク 

2.1.1.はじめに 

 2016年、私の鹿児島大学での最初の学期に、法文学部

の「鹿児島の地域に学ぶ」という授業を受けた。授業概

要によると、この授業の目的は鹿児島の地域への理解を

深め、課題を見つけ、解決するという一連の活動を他者

と協働で行う過程を通じて、下記の目標達成を目指すと

いうものだ。そのために、このクラスが二つのグループに分かれた。一つ目のグループは大隅

市についての調査を行い、二つ目のグループは出水市についての調査を行った。私は出水市の

グループに入った。 

 このクラスの活動は三つの部分に分けられた。講義、出水市フィールドワーク、 改善提案の

発表だ。 

2.1.2.講義 

 最初に、出水へ行く前に、いくつかの重要な点を

理解するため講義を受けた。様々な出水についての

プリントが私たちに配布されたり、「インバウンド」

という用語について議論をしたり、甲南高校と合同

での授業もあった。さらに、出水市産業振興部観光

プロモーション係長の堀さんがクラスにも参加した。そこで、堀さんに出水市のインバウンド

推進施策の現状と課題についてお話を聞いて、留学生たちの意見を出した。例えば: 

「Tripadvisor」、「SNS」、「Japan Guide」などのサイトへのアクセスだ。様々な議論があっ

「鹿児島の地域に学ぶ」の学生達 

講義のクラス 



たが、これは実際に、出水市にとっての経済的影響があった。インターネットを利用したコミ

ュニケーションの必要性が認められ、とても面白かった。 

2.1.3.出水市フィールドワーク 

 私は出水市に行くチャンスが 2 回あった。一回目は１１

月２６～２７日だ。鹿児島中央駅から初めて新幹線に乗っ

たので、美しさと電車の速度に非常に喜んだ。15 分後、川

内駅で肥薩オレンジ鉄道に乗り換え、電車に乗っている間に、電車の窓からビーチや魅力的な

町の素晴らしい景色を楽しむことができた。出水市に着いて、すぐに肥薩オレンジ鉄道会社の

責任者と会議があった。会議で責任者は会社に起こっている難しい問題について話した。また、

食事を提供する電車を見学した。 

 会議が終わってから、出水市内で親子ステーキ御飯という一番有名

な料理を食べるために、魚松という伝統的なレストランへ行った。安

くて美味しい料理だった。食事の後は、レストランの責任者との短い

会議があった、様々な食品の生産の問題について議論した。 

 昼食後にホテルウィングインターナショナル出水の支配人にインタビューした。ホテルの仕

事内容、お客さんの予約の状況（推計、種類、季節などの条件）、そして、経営上の様々な課

題について聞いた。 

 次に意見交換のため、出水市観光協会と出水市商工会議所へ行った。今回の会議は経済問題

の解決を目指していたので、農村部の人口流出やそれにともなう財源不足などについて聞いた。

さらに、私たちが自分の意見を出し、質問には回答してもらった。 

 出水市内に色々な武家屋敷があるので、珍しく、私た

ちはこのコースを見学するチャンスを得た。基本的に、

お客さんが着物を着て、近所を散歩をしている。それ

で、終点では茶道を体験した。その時に初めて、茶道を

体験するチャンスを得たので、とても嬉しかった。 

新幹線・オレンジ鉄道のチケット 

親子ステーキごはん 

出水市の武家屋敷・茶道コース 



 １２月１７～１８日は二回目のフィールドワークのた

め、再び出水市に行った。その時期はツルが出水市に移

動するシーズンだったので、クレインパークとツル観察

センターを見学しに行った。クレインパークは江戸時代

から今までツルを保護してきた歴史と様々なデータやツ

ルの生態について展示している博物館だ。ガイドさんは非常にやさしく、素敵な建物なので、

私はこの博物館を訪れる誰にでもここをおすすめする。 

 バスでツル観察センターへ行った。しか

し、その場所に到着する前に、二つの消毒区

域を越えて行った。消毒区域では私たちが乗

っているバスのタイヤを消毒したり、私たち

も薬のカーペットの上を歩いたりしたので、

けっこう不安になった。しかし、観察センターの景色を見て、鳥の数に非常に感銘を受けた。

この経験は「恐ろしい」から「楽しい」になった。 

出水市内に農家民泊サービスがあるので、二回出

水市に行った時、このサービスを楽しんだ。農家民泊

体験をするために、農家さんの農場へ泊まりに行った。

そこで伝統的な日本家屋に泊まることができ、美味しい家庭料理を食べた

し、ミカン狩り体験もしたので、この研修旅行の中で、最高だったと思う。 

2.1.4.改善提案の発表 

 研修旅行の最後には、出水市内の観光スポットの見学

を基に、出水市観光協会と出水市商工会議所の関係者と

改善提案ワークショップを開催した。ワークショップ

で、自分の体験を通して、出水市の長所と短所について

ボンタン（みかん） 

クレインパーク 

消毒区域・観察センターの景色 

改善提案の発表 

民泊の家庭料理 



報告したり、参加者と対話したりした。そして、もっと多くの観光客を引き付けるために、必

要だと思われることをアドバイスした。 

 プレゼンテーションの後、私たちは、関係者たちと会って、継続的な改善と発展に関するト

ピックについて議論した。自分たちの経験を述べ合い、新しい改善アイデアを通じて模索とす

ることができたので、この時間は非常に生産的だったと思う。 

2.2.徳之島での見学

 2016 年の１２月１０～１１日に私と二人の

留学生（ブラジル人とベトナム人）と鹿児島

大学の様々な学部（法文学部、農学部、水産

学部）の学生は鹿児島大学の法文学部の鵜戸

聡先生の引率で徳之島へ行った。 

 最初に、鹿児島市から金曜日の夜にフェリーに乗って出発した、徳之島まで 17 時間ぐらいか

かった。徳之島の港で、初見佐多さんが私たちの到着を待っていた。到着してから、初見さん

が私たちを市役所に連れていった。そこで、１時間半ぐらい、町長さんと商工会議所のメンバ

ーと意見交換会に参加した。その会議で農業生産上の様々なトピック、特にキャッサバの生産

（種類、製造方法、徳之島と世界各地のキャッサバの生産の違い、など）について議論した。 

 会議が終わってから、初見さんが私たちを野菜を栽培する農家に連れて行った。そこで色々

な種類の野菜（ほうれん草、チャイブ、パセリ、など）が温室での水耕栽培で生産されている。

ここは非常に正確に管理されていて、温度や湿度などが表示されていた。 

 昼ごはんの後で、私たちは他の農家の栽培場所へ行き、そこ

で、コーヒーやキャッサバ、さらに、他の果物や数種類の野菜が

栽培されている。また、先生たちが学生たちとキャッサバの抽出

の体験もさせてくれた。 

徳之島 

キャッサバ 



 予定通りに、私たちは徳之島の「戦艦大和を旗艦とする艦隊戦士慰霊塔」

を訪問した。その慰霊塔が印象的に大きく、その前に二つの巨大で錆びた

碇があった。3 キロ以上遠く離れたところに、難破船大和がある。 

 すぐ近くに「喫茶コーヒースマイル」という喫茶店がある。そこのコー

ヒーが濃くて美味しかった。喫茶店の中で、大和戦艦に敬意を表した部屋もある。そちらには

大和戦艦の船舶模型や新聞報道や戦争のときの大和戦艦の写真などがある。 

 夕食の前に、私たちは徳南製糖工場を訪問した。サトウキビの製造プロセ

スについて学んだ。その工場は素朴だったが、生産方法が非常に組織的で正

確なので、うまく機能することができると思う。 

 夕方、私たちは「花時名」という公民館で地元自治会や商工会議所のメンバーや農家さんと

の夕食があった。様々なキャッサバから作られた料理「フライキャッサバ、キャッサバケーキ、

など」があった。さらに、別の料理「おにぎり、刺身、サラダ、牛肉のバーベキュー、など」

もあった。それだけではなかった。私たちは食べながら、三味線を聞いた

り、伝統的な踊りのパフォーマンスを見たりした。私たちは宴会が終わっ

てから、すぐ近くの、歩いて５分ぐらいの場所にある、伝統的な日本家屋

に泊まった。 

 次の日、ミカンの生産に特化した別の農家を訪問した。その時、作付面積を知ったり、ミカ

ン狩り体験したりした。ミカンを狩り体験が終わり、別の島の観光地を訪問した。「犬の門蓋」

というスポットは二つの穴の奇岩だ。周辺には波がうちよせる多くの崖もある。市民が「めが

ねに似ている」と言っているので、一般的に「めがね石」と呼ばれている。「めがね石」から

あまり遠くないところに特別な徳之島の観光地がある。奄美群島国定公園だ。そこでは崖が多

くて非常にきれいだが、まだ遊歩道を作っている途中なので、疑うことを知らない人の通路と

してはあまり安全ではないと思う。 

 いくつかの素晴らしい場所を訪問した後、我々は、鹿児島に戻る 17 時間の旅のために、徳之

島港でフェリーを待った。 

家庭的な砂糖生産 

フライキャッサバ 



2.3.屋久島ゼミ 

2.3.1．はじめに

 2016 年の後半に、私は屋久島ゼミという授業を受けた。その授業の目的は留学生が九州のみ

ならず全国的にも有名な屋久島という島へ行き、そこで様々な体験を通じてグループ活動、地

域社会との交流を留学生に提供することである。 

 まずは市島先生が、数週間にわたって屋久島を紹介し、鹿児島市とどのような関連性がある

かや、最も重要な観光地や文化遺産について説明して下さった。また、屋久島中央中学校での

特別な発表会のために、自分の国のポスターを作成した。 

2.3.2．一日目

 11 月 14～16 日に、鹿児島から屋久島までフェリーに乗

って行った。4 時間かかって、屋久島に到着した。港で屋

久島環境文化研修センターの関係者の小田さんによって迎

えられた。バスで屋久島環境文化村センターに行った。屋

久島環境文化村センターは自然史博物館とコンベンションセンターの機能を待っているので、

そちらで楽しく、客観的な方法で様々な屋久島に関する情報を習得した。 

 次に、「千尋」という滝を訪れた。その時、雨が降ってい

て、すぐに日暮れになってしまったので、あまり長い時間が過

ごせなかった。しかし、素晴らしい滝の景色を見たり、楽しい

時間を過ごしたりしたので、私たちが訪れた最も楽しい場所の

一つだと思う。 

 夕方、屋久島環境文化研修センターの施設に行き、建物の

構造に感銘を受けた。そこは私たちの泊まる所だった。晩御

飯の前に環境文化研修センターの関係者によって行われたオ

リエンテーションに参加した。また、留学生の交流を深める

屋久島環境文化村センター 

千尋滝で 

留学生の交流会 



ために、夕食交流会が用意された。我々留学生は様々な遊びを通じてもっとお互いを知り、と

ても楽しい時間を過ごした。 

2.3.3．二日目 

 この日は二つの場所に行く予定だった。そのため朝早く起き、おし

ゃれな屋久島の伝統的な朝ご飯を食べてから、ヤクスギランドという

森林で自然体験をした。ヤクスギランドで詳しくガイドさんの説明を

聞くため、４人ずつの４グループに分かれて、コースの中で、それぞ

れ別の場所に行った。 

 森林の奥に進みながら、小田さんから様々な木の種類について説明

を聞いた。雨が降っていたので、一番奥へは進めなかった。残念だっ

たが、私たちの安全のためだ。 

 この体験の中で最も興味深かったことは、ヤクスギとは関係がない

が、動物だった。森林を出たときに、３匹のサルを目撃した。彼らは

ヤクザルというサルで、食べられるものを探していたと思われる。友

達はとても怖がっていたが、私はアマゾンから来たのであまり驚かな

かった。 

 次に、国際文化交流のイベントに参加するために、

屋久島中央中学校にいった。そこで自分の国について

作成したポスターを発表し、様々な国についてのクイ

ズゲームをした。このゲームは留学生一人と中学生数

人が一緒のチームを作り、クイズに答えてポイントを獲得していくものだ。残念ながら、私の

チームは一位ではなかったが、中学生が非常に頭がよくて元気だったので、ゲームを楽しむこ

とができた。 

ヤクスギランド 

屋久島中央中学校 

ヤクザル 



2.3.4．最後の日 

 研修センターのスタッフに別れを言った後、小田さんが私たちを「楠川天満宮」という神社

に連れて行った。そこで、担当者の方から神社の歴史や伝説を聞き、小田さんが神社の神様に

ついて説明してくれた。 

 そして、屋久島市内の様々な場所を見て回った。色々な種類の花

や自然の景色、屋久島の昔の列車を見るチャンスもあった。 

 プログラムの一環として、私たちは屋久島で作られている焼酎の

酒造所を見学した。そこでは焼酎を製造する過程を観察し、いくつ

もの種類の焼酎を試飲することができた。それらは非常に美味し

く、訪問はとても面白かった。 

 さらに、屋久島の町のスタッフ達と昼食を食べた。この間に留学生達で屋

久島の観光アピールについて意見交換をして、町のスタッフ達と交流するこ

とができた。最後に、先生が少し買い物する時間を作ってくれた後、フェリ

ーで鹿児島市に帰ってこの研修は終わった。 

3.未来のために、日本語クラスの見学 

3.1.はじめに 

出身大学の日本語・日本文学科で、日本語の文法や日本文化、日本文学を習っている。さら

には日本語教育の新しい専門家を育成するための、学術実験のクラスと日本語教育研修を受け

ている。 

 その授業で、日本語の先生の様々な教授法や、クラスで使用するための教材の作成、クラス

で行う色々な活動の応用などを学んでいる。それだけではなく、日本語教育研修のうち学術プ

ログラムの一環として、日本語を教育している学校で授業を見学している。 



 見学する授業で、教師がクラスで提案した活動や、学生に対話を使ったアプローチについて、

評価する。その評価に基づいて、研修生はそれまでに勉強したことに加えて、自分の将来のク

ラスでどのような教え方が良いのか、やってみることができる。 

 鹿児島大学グローバルセンターでの日本語の授業の中で、私にとって様々な新しい発見をし

た。そして、2017 年の前半期に、グローバルセンター外国人留学生部門長の和田礼子先生の許

可を得て、西鶴淳一先生の初級のレベル2と 3の授業を見学することができた。 

 西鶴先生はグローバルセンターの留学生にとって、最も重要な先生の一人であると考えられ

ている。愉快で楽しい教え方をするので、教えるクラスを魅了する。 

3.2.見学した授業について 

3.2.1．テキスト 

レベル 2と 3のクラスの主な教科書は「みんなの日本語   初級 1・初級 2」だ。このテキス

トの使い方は非常に簡単なので、世界中で広く採用されている教科書だ。成人用を対象とした

基本的な文型を簡単なものから難しいものへと習得し、聞くこと、話すことを中心に学習する

教材だ。実際にどのような場面で使われる表現か、覚えた文型で何ができるのかを実感しなが

ら習得するものだ。 

 確実に、学生達の成果を高めるために、先生が補助教材を使用した。「Shadowing」、「NEJ 

 A New Approach To Elementary Japanese・テーマで学ぶ基礎日本語」、「日本語日記ノート」

などがよく使用されていた。 

 見学していると、様々な教材を織り交ぜた使用が効果的であると同時に、学生たちの習得に

著しい発展があった。日本語で文章を作ることさえ出来なかった学生が詳しいエッセイや長い

作文を書き始めた。日本語を話すのが非常に難しかった学生が会話能力を向上させ、日本での

毎日の生活をより自信を持って過ごせるようになった。 



3.2.2．先生の教え方 

 クラスの中で先生がコミュニカティブアプローチに基づいて日本語の教育をしていた。コミ

ュニカティブアプローチとは言語をコミュニケーションの手段と捉え、言語の使用面に焦点を

あて、言語を使用できる能力の習得を目標として、言語学習にコミュニケーションの相互作用

的プロセスを持ち込んだものである、つまり、言語の使用能力の習得を目指し、クラス内でコ

ミュニケーションを体験させるアプローチを行うというものだ。 

 実際に、先生は教室内の活動に焦点を当て、授業を進めた。例えば、学生たちはペアになり、

状況を設定して日本語による様々なロールプレイをした。これは、学生たちの日本語の能力を

上達させるという目標のもとで行われた。 

 先生が「コミュニカティブアプローチ」をクラスで使用すると、学生たちがはるかにダイナ

ミックかつ実用的に日本語を学習することができた。同時に、先生は、学生たちに様々な形(読

解、会話、聴解、作文など)で自然な日本語が使えるようにした。 

 私はこの間、先生を手伝いながら、授業の新しい方法を学んだ。例えば、出席を取る時学生

の名前を呼ぶだけではなく授業の内容も交えていた。出席を取るという簡単な作業から、複雑

な説明まで、常に日本語を教える工夫が組み込まれていた。それを将来の私のクラスでも実践

したいと思う。 

4．留学生としての生活 

 日本に来る前は、日本に住み、新しい生活を送ることを期待していた。しかし、新しい大学

のルーチンに順応し、新しい友達を作り、夢見ていた場所を訪れる機会があるかどうか分から

なかったので、少し緊張していた。さらに、日本語を勉強していたが、実際に日本を訪れるこ

とは初めてなので、言語に不安があった。 

 日本に着いて、最初の 2 週間は店員の話をあまり理解できなかったが、その間に大学の授業

が始まり、会話の自信がついた。また、ブラジルの言語では漢字を使わないので、漢字の読み、

書きが大変だと感じていたが、日本で勉強を1年続けて最初の頃より理解できた。 



 この 1 年で鹿児島の地域のほとんどのイベントに

参加するチャンスがあった。例えば、11 月の「おは

ら祭」や、2月の鹿屋市の「かぎ引き祭り」、5月の

騎射場の「のきさき市」、7 月の「おぎおんさぁ」

などに参加した。 

 去年のおはら祭りは「FM ぎんが」が私たちを招待し、私たちは 2 回ほど「総踊り」を練習し、

おはら祭りのパレードに参加した。3 時間ほど踊り続けたので、とても疲れたが、途中で焼酎

やソフトドリンクが配布されるなどの配慮もあり、この踊りは素晴らしい体験になった。 

 今年 2 月に鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター

（カピックセンター）の下松裕和先生に招待され、鹿屋

の「かぎ引き祭り」に参加した。この祭りは非常に興味

深かった。なぜなら、この祭りの参加者の目的は 15ｍの

2 本の木を絡ませ、引っ張り合い勝敗を決めることであ

る。その間に年配の参加者から焼酎やビールなどをもらっていた。その日はとても暑かったの

で、酔いが回りやすかったが、この祭りは鹿児島の伝統的な行事なので、充実した時間を過ご

せた。 

 毎年 2 回、鹿児島市の騎射場周辺で、「のきさき市」というイベントを行う。今回は法文学

部の酒井佑輔先生に招待され、他の鹿児島大学の学生と様々なアクティビティの出店の準備か

ら運営まで行った。私はトマトすくいの出店を手伝った。このイベントは地域の人々との関わ

りや、この地域について学ぶ機会なので、非常に価値のある活動だったと感じた。 

 留学生が体験できるイベントはこれだけではない。ほとんどの留学生がアルバイトや、他の

アクティビティなどをするべきだ。この 1 年で、私はブラジルの地理や文化について何回か発

表したり、英語コミュニケーションのクラスに先生として参加した。 

 ブラジルは大きな国であることは知られているが、日本から遠く離れているため、多くの

人々の好奇心をそそる。したがって、ブラジルから日本に来る留学生はブラジルについて教え

「2016年のおはら祭」天文館 

「かぎ引き祭り」鹿屋市 



るべきだ。私が最初にブラジルについて発表した時は日本語があまり通じず、大変だったが、

この1年で、何回か発表していくうちに、上手く伝えられるようになった。 

 去年の12月から騎射場にある牟田京子先生のアパ

ートで英語コミュニケーションのクラスに先生とし

て参加した。私はクラスの中で、鹿児島の生徒達か

ら日本文化を学び、視野を拡大することができた。

さらに、クラスを通して非常に大切な友人を得るこ

とができ、決して忘れられない存在になった。 

 日本にいる間に、いつも夢見ていた場所へ行くことができた。京都や、大阪、東京へ旅行し

たことは忘れられない思い出となった。 

 今年の 2 月に鹿児島大学のグローバルセンターの計画で京都へ行き、様々な魅力のある観光

地や歴史のある建造物や品物を見学した。例えば、清水寺や、金閣寺、京都国立近代美術館、

龍安寺、東映映画村などを見学した。この体験で一番驚いたことは鹿児島と京都の雰囲気が全

く異なっていたことだ。京都はより伝統的な雰囲気を感じ、まだブラジルにいるときテレビで

見た日本のイメージ通りだった。 

 鹿児島県内でできた体験だけでなく、鹿児島以外でできた体験を含め、私はこれらの機会に

恵まれたことに、感謝している。将来、また日本に来てまだ行ってない場所で新しい体験をす

ることを願っている。 

2017年 7月の「英語コミュニケーション」のグループ 



5．まとめ 

 私には元々日本文化や日本の生活に魅力を感じていたので、日本語を勉強することを始めた。

日本語を勉強し、日本文化を理解していくうちに、さらに日本のことが好きになり、関心が強

くなった。なので、この留学のチャンスを掴めたことは非常に幸せであり、感謝している。 

 この 1 年で、様々な行きたかった場所へ行くことができたり、日本人と私のような外国人が

素晴らしくて面白い友達になることができた。次に、去年、鹿児島大学で日本語を学ぶ前と、

今年、自分の日本語能力と比べたら、顕著に能力が向上していた。それは、大学のシステムや、

先生の技術力のおかげで、実現できたことだと思う。 

 さらに、私はブラジルについて紹介し、話す機会があったおかけで、それまで知らなかった

多くの人々が私の国についてもっと知りたいと興味を持ち始めた。私がブラジルについて初め

て話したときは日本語を話す経験が少なく、自信がなかったので災難だと思った。しかし、何

回かブラジルについて紹介していくうちに、日本語が上達し、自信もついたので、現在は満足

している。 

 鹿児島はほかの地域と比べて、人々は優しくて明るいので、生活しやすく、自然が多いので

鹿児島は住む場所として、素晴らしいところだ。鹿児島とブラジルは時々似ていると思うこと

があり、故郷への寂しさをほとんど感じなかった。 

 私はこの 1 年の間に何回も驚かされることもたくさんあったが、この日本語・日本文化研修

プログラムの留学生としてすごすごができて、非常に満足している。毎日のクラスのディスカ

ッションや、国際交流会館でできた友達の様々な雑談のおかげで、私の心と視野が広がったの

で、初めて日本に着いたときと今では別人であるように感じる。ブラジルに帰国したときには、

絶対にこの様々な経験について話したいと思う。 
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Aos futuros Alunos Brasileiros 

Primeiramente, por você ter conseguido vir para a Universidade de Kagoshima, meus sinceros 

parabéns! Posso ou não ter lhe conhecido, mas saiba que se você chegou até aqui, temos muitas coisas 

em comum.  

Kagoshima é uma região rica em belezas naturais como o Sakurajima, as florestas de 

Yakushima, lindas praias, etc. além de ter pessoas extremamente acolhedoras, gentis e muito 

prestativas. E não estranhe se em dado momento você acabe até sendo tratado como celebridade. 

Eu vim da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, e caso você não seja de lá, saiba que 

é uma excelente instituição de ensino com professores bastante capacitados e interessados no 

desenvolvimento de alunos aplicados, e graças ao convenio instituído entre a UFAM e a KADAI eu 

pude ter esta oportunidade. 

Ao começar minha jornada na KADAI, percebi o quanto eu deveria me esforçar para poder 

acompanhar as aulas, bem como senti os efeitos das diferenças culturais. Não vou negar, cheguei a me 

sentir bem mal em alguns momentos, contudo com perseverança e foco, consegui superar estes 

obstáculos e gradativamente fui me adequando a esta nova realidade. Tudo isto no fim contribuiu para 

o meu crescimento como pessoa. 

Os professores da KADAI são todos excelentes, durante este ano que passei aqui, não tenho 

sequer uma única reclamação de nenhum. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a história e arte 

tradicional japonesa em aulas bastante interessantes com o meu orientador Satoshi Udo Sensei. Nas 

classes do Sakai Yusuke Sensei, tive a chance de não só conhecer como também, junto de meus colegas 

de turma, traçar planos de melhoria para a cidade de Izumi. As aulas de japonês do Global Center me 

fizeram melhorar bastante minhas habilidades de redação, orais e escritas. Contudo, considero como 

ganho maior, a interação social e cultural, em vários níveis, com pessoas de diversos países. 

Sendo assim, diante do exposto, aconselho a você desfrutar de cada momento aqui, são 

momentos preciosos porém muito breves e que com certeza irão te mudar como pessoa. Se possível se 



engaje em ações sociais, voluntárias, eventos, etc. Faça o máximo de amigos que conseguir, tanto 

japoneses quanto de outros países. Caso haja algum problema, seus amigos serão sua família postiça 

durante sua estadia aqui em Kagoshima, por isso trate-os bem sempre e com certeza eles irão te auxiliar. 

Interaja e mantenha seu orientador a par de tudo o que planejas fazer, por sua própria segurança e 

também pelo devido respeito que ele merece. No mais se divirta e se esforce nos seus estudos aqui na 

Universidade de Kagoshima. 

“Sonhos determinam o que você quer.  
Ação determina o que você conquista.” 

Aldo Novak 


