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1. The Program 
はじめに 

国際交流委員会では、全学年・全学科の学生を対象に、本学との学
術提携校であるフィリピンアンヘルス大学を舞台として、1)英語に
よるコミュニケーション強化と、2）海外での専門職としての経験、
を組み合わせたプログラムを提供しています。 

2012年 3月行われた第 2回目の研修では多くの学科からの参加者が
得られました。自ら目標を定め、前に一歩踏み出された参加者のそ
の心意気を誇りに思います。この報告書を読まれた方々に、Ph2012
チームの「熱」が伝われば幸いです。 

本研修は多くの人々の支えにより実現できました。保護者の皆さん
を始め、本学とアンヘルス大学の関係者の皆さまにお礼を申し上げ
ます。 

この報告書が読まれる頃には、既に Ph2013の案内がされているはず
です。本学在学中にあと何度、春休みがあるか考えてみてください。
次の春休みを今までの春休みと違うものにしたいと思いませんか？ 

国際交流委員 理学療法学科 久保 

Half & Half  
A) 英語を学ぶ研修と病院・施設見学が組み合わされている 

午前：英語の授業―表現法や発音、文書の書き方などを学ぶ 

午後：病院・施設の各部門に分かれて見学 

B) 体験!!! 
研修期間は AUFの学生寮に滞在する。 

生活は完全に AFUの学生と同じ．食事、買い物、移動手段からトイレの使い方

まで全てがフィリピン仕様!! 

参加メンバーは学科も学年も年齢も違うなかでの生活 

つまり…チームワークが必須！ 

C) 期間 

2012 年 3 月 8 日（木）から 30 日（金）の約 3 週間国際交流委員会主催の研修

であり，新潟医療福祉大学と学術提携を結んでいるアンヘルス大学(AUF: 

Angeles University Foundation)にて実施 
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2. About Philippines 
フィリピン共和国について  

通称フィリピンは、東南アジアに位置する共和制国家。島国であり、首都はマ
ニラ（ルソン島）16世紀にスペインの植民地となり、スペイン皇太子フェリペ
Ⅱ世にちなんで命名された。主要産業は農林業。人口 9400万。公用語はフィ
リピン語と英語。通貨はフィリピンヘソ（PHP）である。 

国旗の太陽の８つの光は、独立運動に立ち上がった８つの州（パンパンガ、ブ
ラカン、リサール、カビテ、バタンガス、ラグナ、タルラク、ケソン）を、３
つの星はルソン、ビサヤ、ミンダナオの３つの地方を、下部の赤い色は勇気、
上部の青い色は高い政治目的、左側の白い色は平和を表している。戦争時には
赤い色を上側にして掲げる。 

フィリピンの総面積は 29万 9404（日本の約８割）。7107の島々からなり、人
口は約 9,401万人（2010年推定値、フィリピン国勢調査）。うち、首都メトロ・
マニラの人口は約 1,155万人。 

フィリピンの祝日（3月）  

イロイロレガッタ競争 
Iloilo-Guimaras Paraw Regatta（第 2日曜日） パナイ島イロイロ州の対岸に位置する

ギマラス島とイロイロ市の間を趣向を凝らしたレガッタ艇で競争するお祭り。 

聖週間  
Holy Week（20日～27日） フィリピンではクリスマスとともに、この聖週間

が重要な年中行事。主イエスの受難と死と復活にまつわる物語を、教会のミサ

を中心に、受難の詩「パション」の朗読やそれを演劇にした「セナクロ」など

を通じて追体験する。聖木曜日と聖金曜日が祝日に定められており、土曜日と

復活祭の日曜日を併せて 4連休となる。 

モリオネスの祭 
Moriones Festival（不定期） マリンドゥケ島のモリオネスの祭り。聖週間に

行われる宗教劇祭として有名。 

 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%9B%E4%B8%BB%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%9B%E4%B8%BB%E4%B8%80%E8%A6%A7
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医療技術学部 理学療法学科 1年 渡邉靖子  
私は、以前から海外に興味があり入学当初からフィリピン研修に参加する

と決めていました。海外の病院見学ができることは、なかなかないので大学

生活でしかできない体験だと考えました。せっかくの春休みを人とは違う形

で味わってみたいという思いもとても強かったです。 

１人でフィリピン研修の参加を決めたときは正直心細かったですが、１人で

参加したことによって、日常とは全く違う体験ができました。この研修に参加

したからこそ、感じることができました。今後の授業に対しての姿勢が大きく

変わりました。１年生のうちに参加して、本当に良かったです。 

医療技術学部 言語聴覚学科 1 年 東海林友子  
英語は以前から苦手意識があったため、大学内の英語の企画や英語サ

ークルへの参加をしていました。その中で、海外で本物の英語を学び

たいと思いが強くなり今回の研修の参加を申し込みました。 

また、この英語研修は 3週間という長い期間英語圏に身を置けるとい

うこと、費用が安くすむこと、病院見学も取り込まれていることも決

め手となりました。 

医療技術学部 理学療法学科 3年 川村彩莉  
私は以前から海外に興味はあったのですが，「海外へ行く」というこ

とになかなか自分の中でふんぎりがつかず，今まで実施されてきた研

修にも参加できずにいました．しかし今回の研修前に本学に JICAの方

たちが来た際に交流する機会があり，そのときをきっかけにもっとい

ろいろな国の人とコミュニケーションをとれるようになりたいと強く

思いました． 

今回の研修は Half& Halfで，英語だけの環境でさらにフィリピンの理

学療法もみられるということだったので，“３週間”という時間を有

意義に過ごすことができ，精神面も鍛えられるのではないかと思い，

参加を決めました．

3. Introduction 
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健康科学部 健康栄養学科 2年 山口 秀子  

以前海外研修の報告会に参加した際、海外の栄養事情や、国の違いからく

る食習慣の違いなどから海外に興味を持つようになりました。しかし、わた

しは英語が苦手なため、いざ海外研修に行っても現地の人たちの話を理解

したり自分の言いたいことをきちんと伝えられるのかわかりませんでした。

そんな中、このフィリピン研修を知りました。フィリピン研修では、実際にフィ

リピンに行くことで英語を使わなければいけない環境下になります。そこで

日常生活からすべて英語になり、英語と密接した生活を送ることで、大学の

講義以外からも日常生活の全てから英語を学ぶことができます。また、英

語を学ぶだけでなく向こうの病院見学を通してフィリピンの栄養事情はどう

なっているのか、日本との違いは何かなど知ることができます。 

英語を勉強するだけでなく、自分が興味を持つ栄養関係も見学させてもら

えるこのフィリピン研修はすごく得ではないか、このような機会は在学中に

しかできないのではと思い、ぜひ参加しておきたいと考えました。そしてこの

フィリピン研修で英語の力をつけ、これからの実習や海外研修にも生かして

いくとともに、自分自身にも大きな影響を与えられたらよいと思い、今回の

研修に参加しました。 

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1年 岩水唯明  
春休みの一か月半を如何しようかと考えていたところ、このフィリピ

ン英語留学の話を聞き、以前から持っていた、英語を学びもっと多く

の人と話してみたいという憧れと、日本以外の国がいったいどのよう

な文化や生活をしているのか実際に行って見て確認したいという海旅

行への期待と、去年度は三週間 10万円しかかからなかったり、大学か

ら 5万円の補助が出る、という驚きの安さを聞き、これはもう行くし

かない、と思い、この短期留学に参加することにしました。 しかし

私はこの時、フィリピンにて私の予想の斜め上を行く様々な試練が待

ち受けているとは、思いもしていなかったのです. 

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1 年 工藤彩久耶  

以前から海外に興味があり、パスポートも所有していましたが、なかなかき

っかけが掴めずにいました。ですが、この度、岩崎さんに誘っていただき、

両親も、ダラダラと春休みを過ごすよりも低費用で三週間も海外に語学研

修に行けるのならばと了承してくれ、初海外となりました。 

正直、英語は得意ではないため、日本語という母国語が使えない状況での

生活に不安もありましたが、それよりも、日本以外の世界を自分の目で見

てみたい、肌で感じてみたいという気持ちが勝っていました。  
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医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1年 岩崎里沙子  
私にとって英語は学校の授業でありテストで評価されるものでしかな

かったのですが、コミュニケーションの手段であり世界を広げるもの

として考えたとき、改めて英語を学びなおそうと決意しました。一か

月の生活を通して学べる生きた英語というものがあると考えたとき、

この研修に参加しようと決意しました。 

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 2年佐藤由実  
私が今回のフィリピン研修に参加した理由は、最初はＴさんに誘われ

たからです。また、海外には興味があり、日本を出て異文化にふれて

みたかったと考えていたからです。私は日本を出たことがなく、他文

化を見るために海外に行ってみたいと思っていました。そこで、春休

みを充実させるにも良い機会だと感じ参加することにしました。 

 

 

健康科学部 看護学科 2年 本宮共  
ただただ安くて可愛いピアスとマキシスカートが買いたかった。ただ

ただ、情熱的なフィリピーノのボーイフレンドがほしかった。みなさ

んみたいな真面目な動機１つもはありません。しかし、海外行く理由

なんてこんな単純ものでいいのです。軽い気持ちでいいのです。英語

なんて話せません。頭の中の英単語は中学レベル。それでも 3週間く

らいどうにかなります。片道 4時間で人生が変わります。 

えっ？人生が変わるほどすごい体験ができたのかって？詳しくは↓で。
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講義内容  
1）英語による伝達法: Functional Communication 

2) 英語会話法: Conversational English 

3）英語によるスピーチ: Speech Communication 

 

・講義 1800分 30時間 

・演習 600分 10時間 

・専任チューターによる英語会話実践が 12 時間 

  

4. Schedule 
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持ち物  

・キャリーケース 

・通学用のカバン 

・持ち歩き用カバン 

・服 

・下着 

・バスタオル 

・タオル 

・化粧品類 

・シャンプー 

・トリートメント 

・ボディソープ 

・石鹸 

・帽子 

・サングラス 

・サンダル 

・カミソリ 

・ティッシュ 

・水に流せるティッシュ 

・トイレットペーパー 

・フェイシャルペーパー

 

・汗ふきシート 

・耳栓 

・アイマスク 

・地球の歩き方 

・ウォークマン 

・薬類(酔い止め・風薬・

下痢止め・吐き気止め・

食あたり・胃腸薬) 

・湿布 

・冷えピタ 

・デジカメ 

・PC 

・携帯電話 

・各充電器 

・電子辞書 

・変圧器 

・パスポート 

・サイフ 

・お金(円・ペソ・ドル)

 

・e-ticket 

・筆記用具 

・ノート 

・バインダー 

・英会話集 

・参考書 

・ドライヤー 

・トランプ 

・水着 

・爪切り 

・ふりかけ 

・味噌汁 

・テープ

 

Passport  
5年(紺色)と 10年(赤色)があります。各市町村の市役所や古町のパスポートセ

ンター、朱鷺メッセなどで申請します。パスポートを申請する際には費用はも

ちろんのこと、時間もかかるため、早めに申請しておくとよいでしょう。費用

はだいたい 5年で￥12000、10年で￥16000 くらい、申請してから 3週間ほど

かかります。 

注： 既にパスポートを持っている場合は、有効期限に注意。フィリピン入国

時に残りが 3ヶ月分ないと入国できない。 

VISA  
今回わたしたちは現地に慣れるためにも早めにフィリピンに向かったために

滞在日数が 21日以上になるため、出国前にビザ申請を行う必要がありました。

この申請がすごく大変でした。提出する書類は何枚もあり、すべて英文、ある

いは英訳をつけての記入が必須でした。また、提出する書類の中には保護者が

用意しければならないものもあるため、保護者の協力も必須となります。ビザ

申請も費用がかかり、￥9600かかりました。 

5. Preparation 
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注： これは次回からは改善され、21日だとビザがいらなくなるという「噂」

も出ているようです。 

Insurance  
フィリピンにいる間、怪我など何かあった際のためにも海外保険に入りました。

滞在日数や保証のプランにより料金は異なるため、費用は個人で異なりますが、

だいたい￥15000程度でした。今回は新潟交通さんの方から海外保険に加入し

ましたが、成田空港でも海外保険の加入は行っているようです。 

 

Costs  

航空券 69665 出国税 1100 

ビザ申告手数料 9600 大学からの英語等短期研

修激励助成金 

-50000 

傷害保険 16200 マニラ ホテル 2845 

学費(ESL Fee 30hour) 16000 フレンドシップツアー 3825 

寮費 10000 手数料 70 

食費 16560 合計 120465 

病院見学費 8000   

ピナツボ火山 5000   

スービック 6600   

コレヒドール 5000   

 

Money Exchange  
学費の＄６３２は、日本で事前に換金していったほうがいい。 

成田空港でも換金は可能。 

フィリピンで、円からドルへの換金が大変手間取った。 

フィリピンでの換金は、主にショッピングモールで行った。 

大型のショッピングモールの場合、換金所が数か所あり、それぞれの場所でレート

が異なることもあるので要注意。 

また、五千円分だけ換金したい場合に、一万円札を出すと、おつりが用意できない

ためか断られたので、ある程度、細かいお札も必要。 
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マニラ空港 成田空港 

  
成田空港!いってきます^^ 大学にいくよ！ 
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English  

場所：  E204  

日時: 1) 2/8 (07:30～09:00) 

 2) 2/10  (09:00～10:30) 

 3) 2/22 (10:30～12:00) 

 4) 3/5  (13:10～16:40) 

主な内容： 

・15秒間の英語で自己紹介 

- My name is～ 

- I’m 20 years old. 

- My department is physical therapy. 

- My hobby is walking. 

・相手の名前を聴いて，質問してみよう！ 

-What’s your name? 

-Hi ! Tomo ! 

-Where do you live? 

・ある物を英語で説明してみよう！ 

 ex. An eraser 

-This is square ! 

-This is cheap ! 

-This is a stationery!  

・アメリカの州の名前を順番に言っていく (意外とみんな忘れてる？) 

California, Colorado, Arizona, Georgia 

Illinois, Kentucky, Michigan, Mississippi 

Oregon, Texas, Washington, West Virginia 

・外国に存在しそうな人の名前を順番に言っていく 

Jack , Michael, Jasmine, Eric など 

・色を英語で順番に言っていく 

Pink, Red, Blue, Green, Brown, Black など 

・みんなでいるときは 

”会話をとぎらせない！しゃべり続けろ！” 

6. Study Beforehand 



12 

 

Medical English   

今回は行なわなかったが絶対必要！ 

どこで必要か ・・・ 病院見学時 

わかっていたほうが見学もより楽しいものになる！ 

 

・骨，筋肉 

・運動方向など解剖学用語 

・疾患名 

・検査名 

・検査道具や治療に使う器具の名前 

 

Flexion  － 屈曲 

Extension  － 伸展 

Abduction  － 外転  

Adduction  － 内転 

Clavicle  － 鎖骨   

Scapula  － 肩甲骨 

Gastrocnemius  － 腓腹筋 
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7. Daily life 
 

Dormitory  
私たちが利用した寮は、女子：４人１部屋、男子：２人で１部屋でした。今回

のフィリピン研修に参加した男子が１人だったため、AUFの学生と一緒の２人

部屋でした。 

部屋には、２段ベッド、机、一人一人のロッカー(鍵つき)がありました。部屋

には、トイレ、シャワールームがありました。クーラーもついており快適でし

た。 

  

寮の玄関 居室 

 

Toilet  

フィリピンのトイレは、トイレットペーパーを流すことができません。なので、

利用したトイレットペーパーは、ごみ箱に捨てます。寮のトイレは、日本のト

イレと変わらない気がします。最初は、抵抗がありましたが２,３日もすれば慣

れます。ショッピングセンターなどのトイレなどだと、座る部分が大きいもの

などあり、利用する際は少し困るかもしれません… 

ショッピングセンターなどでは、トイレットペーパーがないときがあるので、

ポケットティッシュは必需品です!! 

私たちは、トイレットペーパーは 1 人につき 1 個持っていきました。忘れてしまっても、

近くの薬局やコンビ二で買えるので心配はいりませんが、あると便利でした。フィリピ

ン研修に行く際は、トイレットペーパーとポケットティッシュを忘れずに!(^^)! 
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大学内のトイレ 

ティッシュは流さずに

ごみ箱に入れる^^ 

トイレの入口にポケッ

トティッシュが売られ

ていることも… 

でも、売れきれが多い 
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8. School 
            

AUF: Angeles University Foundation 
AUF Colleges 8学部  

・College of Allied Medical Professions 

・College of Arts and sciences 

・College of Business and Accountancy 

・College of Criminal Justice Education 

・College of Computer Studies 

・College of Education 

・College of Engineering 

・College of Nursing

私立大学 カトリックの大学（何かの放送が始まると皆が静止していた…） 

Angeles City Pampanga マッカーサー通りに位置する 

Professional School Building内には「孔子学院」がある 

（そのためか、そこの内装が中国を髣髴させるような雰囲気であった 

 

大学建物  
Main Building、図書館、PS-building, AUFメディカルセンター、寮(Hostel) 

本学との歴史  
2010年 本大学との学術交流提携が結ばれた 
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9. Hospital visits 
 

見学先：  Angeles University Foundation Medical Center 

見学日：  3/12～3/19 ＜週３回：月・水・金＞ 全５回 

見学時間： 13:00～15:00 AUF Dormitory から徒歩 7･8 分 

見学部門： リハビリテーション部門 ＜理学療法・作業療法＞ 

 看護部門 

 栄養部門 

リハビリテーション部門 ＜理学療法＞  
見学した疾患： 

 ・二分脊椎 

 ・右鎖骨骨折 

 ・人工関節置換術 

 ・変形性関節症（右膝，両肩，左手） 

 ・脳卒中 片麻痺 
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THOUGHTS 

理学療法学科 渡邉靖子   
私は、リハビリテーションを見学させていただきました。理学療法士の方と患

者さんと私という形の見学が多かったです。もちろん患者さんと 2人きりにな

る場面もありました。私は英語が得意ではありませんが、話題が尽きないよう

にたくさん喋るように心がけました。ですが、専門的な英語が入るとまったく

理解できず、詳しく聞くことができませんでした。「なぜこの動作を行うのか？」

などを自分から聞いて返答していただいたにも関わらず、理解できた部分がと

ても少なかったです。 

聞きたいという思いはあるのと裏腹に、喋りたい英語が言えず悔しい思いもし

ました。また、痛みと戦って治療を行っている患者さんなどに、励ましの言葉

など上手にいう事ができませんでした。自分の英語力の低さと勉強不足を痛感

しました。フィリピン研修をしたからこそ、感じることが出来たと思います。 

私は、間近で臨床の現場を見るのは初めてでした。普段授業で習っていること

が、臨床の場にも活かされていて、毎日の授業を中途半端にしてはいけないと

思いました。また、患者さんに良い治療を行えるように日々努力しなければい

けないと思いました。今回のフィリピン研修では、本当に貴重な体験をするこ

とができました。思い切って、フィリピン研修に参加してよかったです！  

理学療法学科 川村彩莉  
私は，リハビリテーション部門を見学させていただきました．  

PTの方々はみんな温かく，おもしろい方たちばかりで，質問をするとていねい

に教えてくださいました．驚いたのは，患者さんたちが自分の疾患について詳

しく理解しており，リハビリにもとても意欲的だったことです． 

リハビリ中も患者さんたちとたくさん会話をすることができました．患者さん

と 1対 1で，しかも英語で会話となると最初はビビってしまいましたが，疾患

のことだけでなくフィリピンについてもたくさん話を交わすことができ，良い

経験ができました． 

また，見学を通して医学英語の重要さを改めて実感しました．私はこの研修に

参加する前に，医学英語を少し勉強してからこの見学に挑むことができたので，

疾患についての説明を少しは理解することができましたが，まだまだ知識不足

でわからないことも多々ありすぎて，見学が終わってから落ち込むこともあり

ました．この見学を通して，これからもっともっと勉学に励まなければいけな

いと改めて実感し，良い刺激をもらいました．今回，日本での理学療法とフィ

リピンの理学療法に何か違いはないのかという点にずっと疑問をもっていた

のですが，はっきりとした違いを見つけることができませんでした．これから

学んでいく上で見つけていけたら良いなと思います．  
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義肢装具自立支援学科 岩崎里沙子  
私今回の病院見学では理学療法室を見学させていただきました。見学させて頂

いた AUFメディカルセンターでは義肢装具士はおらず、理学療法士の装具治療

や義肢、福祉用具の説明を受けました。 

・施設見学 

理学療法の機器、治療室の見学を行いました。温熱療法、寒冷療法、水治療の

機器やミーティングルームまた牽引治療、歩行トレーニング用の機器、福祉用

具などを見学させていただきました。 

・治療見学 

見学させて頂いた患者さんは脳卒中右半身マヒの大腿切断者の方、寒冷治療を

行っていた男性の見学をしました。またとくに印象に残っているのが二分脊椎

で装具治療を行っていた女の子です。 

女の子に接するときの PTの方々はみな気さくで彼女もとてもリラックスして

いるようにみえました。今回たくさんの専門用語を学んだが、一番参考になっ

たになったのは患者との接し方だと思います。子供の精神状態を考えどれだけ

安心させて信頼を得て治療を受けてもらえるのかも大事なことだと考えまし

た 

全体的に英語も専門知識も勉強不足が目立ち、なによりも積極的に質問するこ

と挨拶すること人間関係において基本的なことが求められているように思い

ます。 

義肢装具自立支援学科 岩水唯明  

私は義肢装具士を目指しているので、フィリピンの義肢装具事情をしりたかっ

たのですが、フィリピンに義肢装具士の国家資格などはなく、専に教えるよう

な学校も今年からできるほどのようで、義肢装具の調整などは、理学療法士が

行っていました。義肢装具を作る会社はマニラに一つだけあり、その会社の人

がフィリピン全土の病院に出張し寸法を測り、会社にて製作する、左大腿義足

をつけているかたや、二分脊椎のため HKAFO（臀部から足部までを覆う装具）

をつけている子どもがいましたが、パーツはどれも日本であるような高そうな

義肢装具でした。 

理学療法士の働いているところを見たのは初めてで、病院にいた PTの方々は、

とても陽気で親切でした。が、英語は少し専門的な言葉になるとさっぱりわか

らなかったです。もっと事前の学習をしておくべきだったと反省しています。

しかし、実際にやっているところを見られたことは、とても勉強になりました。   

義肢装具自立支援学科 工藤彩久耶  
まだ大学一年なので、臨床実習はこれが初めての経験でした。最初はただ「見

学」なのだと思い、何の準備もせずに行ってしまったため、日常会話以上に医

学用語が理解できず、日本から教科書などを持って来れば良かったと後悔しま

した。屈曲、伸展、外転、内転などの基本動作の単語が分かるだけでも随分と
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理解できることが変わってきます。電子辞書が手放せませんでした。ただ、病

名や医学用語は一般的な電子辞書では出ないので、医学用の電子辞書は本当に

便利だと感じました。 

脳卒中片麻痺で大腿切断の女性が使用している義足を見せていただいたり、バ

イク事故によって腕を骨折した男性のレントゲン写真や紹介文なども見せて

いただき話も伺えて、ここまで患者さん達と近い距離で直に接することができ

るのは、とても貴重で刺激的だと感じました。 

ですが、聞きたいことがないのではなく、それを英語でどう聞いたらいいか分

からない、相手の言っていることがちゃんと理解できていないなど、自分の実

力不足が歯痒くて恥ずかしかったです。外国で臨床実習をした経験のおかげで、

帰国してからの自分の勉強に対するモチベーションが格段に上がりました。 

 また、臨床実習でどんなことを学んだかを久保先生にレポートとしてメールで

毎回提出したのですが、臨床実習を既に経験している先輩たちのレポートがと

ても詳細で分かりやすく、医療従事者を志す者として、第三者に正確に分かり

やすく自分の持っている情報を伝えることは基本なのだと勉強になりました。 

義肢装具自立支援学科 佐藤由実  
私は、理学療法学科、言語聴覚学科、義肢装具自立支援学科のメンバーと一緒

にリハビリテーションルームの見学をさせていただきました。見学では、患者

さんの疾患やリハビリメニューについて教えていただきました。私は専門用語

についての勉強をしていなかったため、説明を受けていても、わからない単語

がでてくることが多く、そのたび丁寧に説明をしていただきました。そのため、

なかなか先に進むことができず、とても申し訳なく思いました。特に印象に残

っていることは TENS治療についてです。私は、TENSを知らなかったので

“Tense”と聞き間違えていました。しかし、理学療法士の方が私の間違った

解釈に気付き、“Transcutaneous Electric Nerve Stimulation”の意味だ

ということ、なぜ行うのかということを親切に教えていただきました。 

また、患者さんと２人になった際に、最初なにを話せば良いのかわからず、自

己紹介をした後お互いにぎくしゃくしてしまいました。そこではコミュニケー

ション能力がなんて自分にはないのだろうと落ち込みました。しかし、その後

お互いに電子辞書を利用しながらも、スマートではないが会話ができるように

なりました。また、次の病院見学であった際に“Hi Yumi.”と声をかけても

らえたときはとても嬉しかったです。病院見学では、医療面だけでなく、コミ

ュニケーション面についても学べて良かったです。 

リハビリテーション部門 ＜作業療法＞  
全 5回、13:00～15:00までの間作業療法室で見学をさせていただきました。 

OTの方々はみんな明るく優しい方々ばかりで、わからない英単語や疾病名など

の質問に対して丁寧に教えて頂きました。リハビリテーションでは 1人 1時間

のリハビリテーションであり、カーテンで仕切られた個室にて 1対 1で行われ

ていました。また、AUF附属病院では小児専門でリハビリテーションが行われ、

歌や遊びスタンプなど、飽きさせないような内容が取り込まれていました。見
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学させていただいた主な疾病は自閉症、ADHD、発達遅延、脳性麻痺、Treacher 

Collins syndrome トリーチャーコリンズ症候群でありました。 

この見学を通し、病院の様子やリハビリテーションの様子など初めて目にする

ものばかりで、自分の知識の無さや、医学英語の重要さを痛感いたしました。

今後、専門教科を学んでいくなかで、日本と海外との比較をしていけたら良い

なと思います。 

看護部門  
私は 3Fのナースステーションを見学しました。3Fには内科、外科、小児科、

産婦人科の患者が入院している病棟で、回復期、慢性期の患者が多くいました。 

1日目は病棟の案内があり、2日目は AUFの看護学生の実習風景を見学しまし

た。フィリピンの看護学生の実習は朝 6時から開始するそうで、この時日本の

看護学生で良かったと心から思いました。3日目からはほとんど放置状態では

ありましたが、看護師をはじめ助産師さんがいろいろと話しかけてくれて、フ

ィリピンの病院事情について話を聴くことができました。 

4日間の見学で最も印象に残っているのは、日本とフィリピンのスタンダード

プリコーションの違いです。スタンダードプリコーション（標準感染予防策）

は手洗いやマスク、グローブの着用することにより感染を予防することをいい

ます。日本では、始業前の手洗い、うがいはもちろんのこと、マスクの着用も

時によってはしますが、フィリピンでは、看護師が手を洗っている姿をみるこ

とはありませんでした。その上、注射器の準備時には素手でダブルチェックも

せずに歩きながら準備していた姿は衝撃でした。 

見学最終日にはスタッフのみなさんが小さなパーティーを開いてくれ、アイス

クリームやチップスなどをつまみながら日本の病院ことや大学の話をしまし

た。 

今回の見学中では直接患者さんと接する機械はなかったのですが、看護スタッ

フのみなさんからたくさんの話を聴くことができ充実した病院見学となりま

した。 

栄養部門  
・DIETARY SERVICES(栄養科) 

 栄養科は以下の通りに組織されていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff dietitian 

 

Chief Operations and Development 

 

Chief dietitian 

 

Cook 

 

Food service workers 
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栄養士が 4人、(うち 1人が Chief dietitian)、cook1人、Food service worker5

人となっています。この厨房は 5:00AMに開き、8:00PMに閉まるそうです。患

者の食事時間は朝食 7:00-8:00AM、昼食 11:30-13:00PM、夕食 6:30-7:30PMで、

それぞれ食事のトレイ回収時間は朝食 8:30AM、昼食 13:00PM、夕食 19:00PMと

なっています。 

また、患者の食事はそれぞれの食種により異なります。それらは色の違う 7種

類のカードによって分けられていました。 

 

 

食事は主食・主菜・副菜でそれぞれ 2種類ずつ用意され、それらを食種により

組み合わせてそれぞれの食種のご飯になっていました。厨房見学もさせてもら

いました。栄養科は事務室のようなデスクワークをする部屋と厨房となってい

ました。日本と違い厨房に入る際に厨房靴というのがあるわけではなく、靴は

履き換えずそのまま厨房に出入りしていました。また、厨房から調整室にもつ

ながっていました。調整室は主に経鼻栄養のミキサー食を作っていました。 

2回目以降の見学では病院見学の時間を変更し、3:00pm-5:00pmとなりました。

そして、2回目以降は実際に夕食を詰めているところを見学させてもらいまし

た。頭に不織布のキャップを被り、詰める人は白衣を着るわけではなくエプロ

ンをしていました。作業は主に 2人で行っていました。食器類は主にプラスチ

ック製でしたが、容器は病室により異なり、個室の患者さんはお皿に盛りつけ

られ、そのほかの人は一食分を乗せられるトレーに盛りつけていました。経鼻

栄養の食事（ミキサー食）はミキサー食用の粉末状の栄養食品を水に溶いてミ

キサーにかけるだけの簡単な食事です。5種類近くある粉末を使い分けながら

作成し、だいたい 1人カップ 2～3個が一食分となります。主菜と副菜は制限

によってそれぞれ組み合わされます。それぞれ 3 種類ずつ用意されています。 

白色 FOR COMPANION 

 FULL 

青色 SOFT 

 LOW RESIDUE 

 BLAND(NO SEASONING NO SPICY) 

黄色 LOW SALT 

 LOW SALT LOW FAT 

緑色 LOW FAT 

 LOW CHOLESTEROL 

橙色 SPECIFID(アレルギー) 

桃色 経鼻栄養、BLENDERIZED 
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病院見学時のメニュー  
3.14.2012 

・ごはん(おかゆ) 

・ビーフシチュー(ボイルフィッシュ) 

・カビージ(キャベツとコーンのバター炒め？・スクワッシュ) 

・ポルボロ(半分チョコでコーティングされたキャンディー) 

3.16.2012 

・ごはん（おかゆ） 

・白身魚のフライ（ボイルチキン） 

・ジャガイモのマヨネーズ和え（バター炒めまたは五目炒め） 

・スイカ（バナナ） 

3.19.2012 

・ごはん（おかゆ） 

・牛肉のカレー煮（豚肉のデミグラスソース？煮・煮魚） 

・いんげんと人参の炒め物（野菜の炒め煮・人参と大根の煮物） 

・スイカ（バナナ） 

※（）内は食事制限によって変更される 
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10. Friends 
 

最初は、海外の友人が出来るかとても心配でした。ですが、AUF の学生達は明

るく社交的で、私たちの英語を一生懸命聞いてくれるので心配はいりません。

最初は寮の部屋の前の子たちと仲良くなり、ショッピングに連れていってもら

ったりしました。私たちから積極的に話しかけたことによって出来た友人もい

ました。教会めぐりや大学のパーティーなどに連れていってくれるなど日本で

はできない体験をしました。海外で友人を作るには、恥ずかしがらず積極的に

話すことだと感じました。もちろん笑顔は忘れずに(*^^*) 

親日家の教授の方にも大変お世話になりました。換金など分からないことがあ

るといつも助けてくださいました。本当に感謝しきれません。 

帰国する際には、仲良くなりすぎて離れるのが寂しくて泣くくらいでした。も

う一度フィリピンの友人に会いたいです。 
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・シニガン 
酸味のきいたスープに野菜や肉をにこんだもの。

とにかく酸っぱい。 

 

・マンゴー 
フィリピンには多くの果物がとれる。その中でも

代表的な果物。しかし、フィリピンのマンゴーは

日本人の胃に合わないのか、食べ過ぎると腹下す。 

・ハロハロ 
フィリピンの代表的なデザート。かき氷とミルクの中に

コーンやバナナ、甘く煮た豆、チェリーなどのたくさん

の果物が入っている。砂糖、練乳をたっぷりかけて食

べる。ハロハロとは、タガロフ語で“混ぜる”という意味

で、その名の通り豪快にかき混ぜていただく。甘くて

冷たくって、とっても美味しい.  

・アドボ 
豚肉や鶏肉を、ちょっとだけ酸味のきいた甘酸っ

ぱい味付けで煮込んだもの。 

ご飯がすすんで、すっごく美味しい。

11. Food 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12pi828ms/EXP=1345628801;_ylt=A3JuNHABWTNQPcwAhQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/*-http:/blog-imgs-26-origin.fc2.com/p/h/i/philinformation/sinigang.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11sncuh27/EXP=1345628702;_ylt=A3JuNG2eWDNQ2f0A7DKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/*-http:/www.anshin-nouen.com/P8250040.jpg
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Jeepney(ジプニー)  
大きいトラックのような物で、日本で言うバ

スのような乗り物。ジプニーの終着地点まで

８ペソで行くことができる。前払い。モール

に行くときによく利用した。乗り場は決まっ

ているが、降り場は決まっていなく“パラー

ポ”と言うと自分の好きなところに降ろし

てもらえる。 

お金を払います→「バイアポ」 

降ります→「パラーポ」 

Tricycle (トライスクル)  
バイクの横にボックスがくっついてある。ボ

ックスに２人、バイクの後ろ座席に１人の３

人乗り。タクシーのような感覚で、乗る前に

目的地を伝えると連れて行ってくれる。ジプ

ニーより値段は高め。後払い。 

交通量の多いフィリピンでバイクの後ろに乗

ると隣車両との間隔が狭く、膝がぶつかりそ

うでスリリング。 

 

  

12. Transportation 
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13. Sightseeing 
1. Mt.Pinatubo

今回わたしたちは久保先生の友人である Mr. cameroと cameroの教え子の方たち 4人

の計 14人で行きました。こちらは昼食付きのツアーで、P2500かかりました。 

ピナツボ火山とは  
ピナツボ火山(ピナトゥボ火山：Ｍｔ．Pinatubo）は、フィリピンのルソン島にある火

山です。1991年には 20世紀最大規模の大噴火を引き起こしました。標高は 1486ｍ(富

士山は 3776ｍなので、富士山の 1/3くらい)。噴火後、噴火口は火山湖(クレーター湖)

となっている。未だに山頂部では火山ガスが噴き出ていました. 

タイムライン  
04：30 a.m. 寮出発(マイクロバス) 

06：00 a.m. ふもと到着 

06：30 a.m.  4人乗りジープ乗車 

07：30 a.m. トレッキング開始 

09：30 a.m. クレーター湖到着 

  ｜     湖で遊泳 

  ｜     ボートに乗船し、向こう岸へ渡る 

11：00 a.m. 昼食 

  ｜     ボートに乗船し、元の岸へ戻る 

01：00 p.m. 下山開始、トレッキング 

03：00 p.m. ジープ乗車 

04：00 p.m. ふもと到着 

05：30 p.m. ふもと出発 

07：00 p.m. 寮到着 

登山時の服装、持ち物  
登山時の服装は基本的に半袖・半ズボンでした。足元はスニーカー・サンダルどちら

でもよいが、トレッキング中に何回か川を横断しなければなりません。そのため、サ

ンダルだと濡れても安心ですが、後半は急な山道を登るため、足の前方が覆われてい

るトレッキングサンダルなどいいです。スニーカーだと濡れた後に砂がついたり中に

入るため、スニーカーの場合は替えの靴を持参するか履き捨てるつもりの靴の方がよ

いかもしれません。晴れていると紫外線も強いため、帽子やサングラスなどもあると

いいです。日焼け止めは焼きたくない人はこまめに塗った方がいいかもしれません。

(わたしたちは気をつけたつもりでもだいぶ日焼けしてしまいました…。) 

カバンは両手の空くリュックがおすすめです。登山時には汗をたくさんかくため、水

分補給も大切です。約 1.5ｌの水を持参して行きました。山頂は湖のため水着を持参し

ました。そのための着替え、タオルも必要になりました。着替えるような場所は特に

ないので、ポンチョのようなものがあると、便利です。 
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トレッキング 
ピナツボ火山のトレッキングは、まずジー

プで 1時間乗って進んだ後、自分たちの足

で 2時間程歩きました。日本ではあまり経

験できないようなことがたくさん経験でき

たと思います。 

まずふもとから 4人乗りのジープで出発し

ました。ジープ 3台で行きましたが、ジー

プにもそれぞれ種類があって、①普通に天

井も後ろ扉もあるもの、②天井はあるが後

ろに扉がないもの、③天井も後ろに扉のな

いトラックの荷台のようなものでした。①

がもっとも安全に感じますが、③の方が視

界が開けており、絶叫などが好きな人はそ

ちらの方が楽しめると思います。 

ジープに乗って登り口まで向かいましたが、

この道がまた面白かったです。広大な土地

を進み、川を横断し、道なき道を進んでい

く…。 

トレッキングでも川を何度か横断しました。

ガイドの方が手を引いてくれるので大丈夫

ですが、ひざ丈近くまでの水位の川も横断

していました。途中、この山にすむ民族の

人たちにも会いました。 

このピナツボ火山は噴火によりクレーター

湖ができており、今回私たちはそこまで行

きました。2時間の末たどり着いた湖はすご

くきれいでした！途中でボートを借りて、

湖の向こう岸にも行きました。向こう岸は、

水が温かい部分がありました！中の土を掘

り進んでいくと、土が温かいために水も温

かくなるのです。 

下山後、迎えのバスを待っている間にフィリピンフードである「ハロハロ」を食べ

ました。フルーツなど具だくさんのかき氷で、よくかき混ぜて食べます。下山後と

いうのもあって、とてもおいしくいただきました！  

感想  
日本にも山はあり登山はできますが、このピナツボ火山は日本では経験できないよう

なことがたくさんありました。登山は大変でしたが、それ以上に楽しかったです！フ

ィリピンに行く人にはぜひともチャレンジしていただきたいです。 
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2. Neyong Pilipino
フィリピンで知り合いお世話になったレオビ

さんに案内してもらいクラーク地区のネヨン

フィリピンに行きました。 

ネヨンフィリピンとはフィリピンの風俗、習

慣、民族家屋などのレプリカがある観光地で

す。ネヨンとはタガログ語で「村」、つまり

ネヨンフィリピンとは「フィリピン村」を意

味します。ネヨンフィリピンは、フィリピン

各地にある古い民族家屋を集めてきて展示陳

列をしています。 

高床式の家から始まっていろいろな家のタイ

プが展示されていました。ホゼ リザールや初

代大統領の家屋のレプリカなども見学し、フ

ィリピンの古代の家などを知れ貴重な体験を

しました。 

また、フィリピン伝統のダンスもみることが

できました。リズムカルでとても楽しい雰囲

気でした。ダンスの終わりには、エスコート

していただきながら、私たちも参加させてい

ただきました。日本では、なかなかエスコー

トという形がなかったので、みんなドキドキ

しながら体験しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NAYONG PILIPINO Sa Clerk Expo 

ルソン島北部が文化の建物でした。 

 

Cultural Presentations  
フィリピンの民族ダンスです。上の写真

は Pandangoダンスで、下の写真は

Dr.Jose Rizalのドラマ場面です。写真

でも分かるように、女性の衣装は華やか

で、女性では 1度着てみたいと思いま

す。男性と女性のコンビネーションがと

ても素敵でした❤ 

Colonial Plaza  

16世紀に建てられたスペイン風コロニ

アル様式の建物が街並みです。この建

物は 1999 年文化遺産として登録され

ました。 
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3. Subic Camayan 
ビーチバレーをするための棒も立っていたた

め、できるのかも・・・ 

隣には水族館もあり、アシカやイルカのショー

を観ることができる。 

ビーチ内には、お土産屋や水着やＴシャツが売

られている店や飲食店などがある。また、更衣

室やシャワーがあるため着替える場所の心配

をせずにビーチで遊ぶことができる。 

 

 

4. Corregidor 
コレヒドール島は、マニラから南西へ約４５

㎞、マニラ湾に浮かぶ広さ 9ｋ㎡の小さな島。

ここに行くためには、サン・クルーズ社への

予約が必要だ。昼食付のツアーもあるため、

フィリピンの料理を食すことも可能。また、

日本語のツアーガイドがつき説明をしながら、

バスで島を一周してくれる。 

島には戦争に関する大砲や兵舎跡が今でも残

り、記念碑や資料館が島のいたるところにあ

り、戦時中の様子などが窺える。実際に日本

軍が占領していた過去があるため、考えさせ

られる島である。 

1日中観光の場合は事前にお弁当のキャンセ

ルやバスの予約をすることを忘れずに！！ 

 

 

 

 

5. Shopping malls 
アンへレスには 3つの大きなモールがありました。それぞれモールによって入ってい

るお店や雰囲気などが全然違いましたが、どれもたくさんのお店があり、何回か買い

物に行きました。最初は自分たちだけで行くのは大変なため、フィリピンの友達に連

れて案内してもらったりしました。フィリピンはモールの入口に警備員がおり、必ず

カバンの中身をチェックしてから中に入ります。換金所もあるので、モールに来たら

換金するとよいでしょう。ネポモールにもあると思いますが、今回ネポモールでは換

金していないため、換金所があるかはわかりません。換金所は各モールに 2か所ずつ

くらいあり、換金所によってレートが異なります。そのため、レートを見てから換金
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してもよいと思います。SMモールにある換金所はレートが高く、おすすめです。 

 

SM mall  

SMモールは古くからあるモールで、クラークのそばにあります。ジプニーで 10分く

らいの距離です。大きなショッピングモールでいろいろなお店がたくさんあります。

3つのモールの中では一番馴染みやすいモールではないかと思います。普通にテナン

トが入っているだけでなく、通路にも出店のようなものがたくさんあります。モール

の中心にはメリーゴーランドがあります。 

Nepo mall  

ネポモールは 3つの中で一番近いモールです。ジプニーで 5分くらいの距離にあります。

このモールはお店が密集しているせいかとても狭く感じます通路にも出店のようなお

店がたくさんあります。モール自体の照明も暗く、雰囲気はあまりよくないかもしれま

せん。商品はどれも安いですが、その分質もよくないため、きちんと見極めて買いすぎ

のないように注意しましょう。(私は欲しかった時計が 3件目のお店でやっと状態がよ

いものでした…。 

Marquee mall   

マーキーモールは新しいモールです。SMモールと反対方向の方へジプニーで 10分く

らいの距離にあります。こちらのモールも大きいです。外に噴水があり、夜になると

ライトアップもしてすごくきれいです！しかし、お店は SMモールよりお高めなとこ

ろが多いです。 
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14. ST TOMAS University 
大学概要  
サント・トマス大学  

The Pontifical and Royal 

University of Santo Tomas 

The Catholic University of The 

Philippines 
カソリック系大学 
場所  マニラ、Sampaloc 
設立  1611年 4月 28日 
生徒数  41653 
大学院生 31179 
テーマカラー  金、白 

 

学部 

College of Education 

College of Science 

College of Architecture 

College of Commerce and Business 

Administration 

Conservatory of Music 

College of Nursing 

College of Rehabilitation Sciences 

College of Fine Arts and Design 

College of Accountancy 

College of Tourism and Hospitality 

Management 

見学日 3月 29日 

 

大学見学  
3月 29日、私たちはサント・トマス大学を見学させて頂きました。 

サント・トマス大学はアジア最古の私立大学で、また世界的に見ても学生数の多いカソ

リック系大学として有名です。 

サント・トマス大学は１６１１年、スペイン王フィリペ二世の許可のもと設立されまし

た。設立当初は教会法、神学、哲学、論理学、芸術、文法、国内法の七個の学部しかあ

りませんでしたが、現在では多岐にわたっています。特にジャーナリズムを専攻する学

生は美男美女が多いそうです。 

フィリピンの著名な人々を輩出したことでも有名で、英雄ホゼ・リザールもこの大学で

学んでいました。 

アジア最古の大学ということから戦火に見えた時代もあり、19世紀にはスペインの侵略、

20世紀には第二次世界大戦、日本軍の侵攻を受けました。施設説明の際には戦火により

立て直されたという施設もいくつか案内していただきました。 

また式典の際には有名人が招かれ、花火が打ち上げられるなどとても規模の大きなもの

が開かれます。フィリピンではサント・トマス大学に行くと話すと必ずこの花火の話題

がでました。 

初めにサント・トマス大学の理学療法の学生

に施設の案内をしていただきました。 

サント・トマス大学はとても広く、広大な敷

地内には医療系の学生が臨床実習を行える病

院であったり、教会、学生が普段使うファス

トフードやレストランが集まったアーケード、

動植物が集められた公園などがありました。

そこで毎日を過ごす学生の生活、一方で残り

続ける歴史や伝統の一端に触れることができ
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たように感じました。 

次に大学のシステムの説明や理学療法学科の説明をしていただきました。インターネッ

トの利用など新潟医療福祉大学と似たような点もありましたが、臨床実習の仕組みなど

では異なっているようでした。また昨年新設された義肢装具、福祉用具の学科の話もし

ていただきとても興味深かったです(URL:www.ust.edu.ph). 

15. Transportation 
集合場所である成田空港には現地集合となるため、各自で成田空港に集合しました。

事前に成田近郊に行き当日成田空港に集合する人もいれば、乗り合いタクシーを用い

て前日の夜新潟を出発して成田空港まで来る人もいました。 

乗り合いタクシーとは、ジャンボタクシーで自宅―空港間を送迎してくれるタクシー

です。高速バスを使うよりは少し高くなりますが、送迎時間はフライト時間や集合時

間で調整してくれる、自宅から空港まで送迎してくれる、重たい荷物を持ち歩く必要

がないなどのことからも、かなり便利だと思います。料金は市町村によって異なりま

す。新潟市は片道￥11500になります。 

16. Happenings 
・圧縮袋に、衣類と一緒にオレオを圧縮しようとする勇者が帰国目前の荷造り時に現

れる 

・基本、寮の寝具は清潔で枕も弾力性のあるものだったが、ある一名だけ、ペラペラ

になるまで使い古したキャラクター物の枕だった。本人以外の全員がその違和感にい

ち早く気づくも、本人だけは枕カバーを交換するまでの二週間ほど、まったく気づか

ずに使用していた。 

  

www.ust.edu.ph
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17. English conversation 

 
英語での会話を続けるコツは、沈黙を作らず伝えようとすることです。正しい文法や
難しい単語などを使うことだけにこだわらずに、知っている単語を用いて会話を続け
るだけでも伝わることもあります。 

しかし、すぐに単語が出てこない、そんな時には Well...や Let me see...と言ってみ
ましょう。日本語で言う「ええと、うーん」のような会話の間を埋めてくれる優れも
のな言葉です。この研修の中でも、何度も助けられました。 

 

  

Japanese English 

～したいです I want to ~ 

～はどこですか？ Where is ~? 

～にはどうのように行きますか？ How can I get to ~? 

これはどういう意味ですか？ What does it mean? 

これは何ですか？ What is it? 

もっとゆっくり話してください Please speak more slowly 

何歳ですか？ How old are you? 

どこの学科ですか？ What is your department? 

いいえ、韓国人ではありません。私は日本人です No!! I’m not Korean, I’m 
Japanese 

日本に帰ったらメールします I will send e-mail ,when I get 
back japan 

写真を撮らせてください Would you take a picture? 

おすすめの呑み屋はありますか？ Can you recommend a good 
pub? 

試着していいですか？ Can I try this on? 
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18. Filipino 
 

Japanese Pilipino 

おはよう Magandang umaga(マガンダン ウマガ) 

こんにちは Magandang hapon(マガンダン ハーポン) 

おやすみなさい Good night(グッドナイト) 

お元気ですか？ Kumusta ka?(コムスカタ) 

ありがとう Salamat(サラマット) 

はい Oo/opo（オオ／オポ） 

いいえ Hindi(ヒンディ) 

お兄さん Kuya(クーヤ) 

お姉さん Ate(アテ) 

愛しています Mahal kita(マハルキタ) 
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19. Useful tips 
・水には注意！！ 

水道水は絶対飲んではダメです。下痢

します。 

・マンゴー食べ過ぎ注意 

日本人の腹に合わないのか、腹くだし

ました。 

・冷えます 

教室は冷房が効いていてすごく寒い。

(１６°設定とかあった)。朝方も冷え

込みます。しかも部屋に布団はないの

でブランケット等持って行った方が良

かった。 

・Facebook アカウントを持っていると友

だち作りがスムーズ 

フィリピンの学生とお話すると必ずと

いっていいほど「Do you have 

Facebook  account？」と聞かれます。

現地ではネット環境が万全とは言えな

いので日本でアカウントを取得してお

くと、友だち作りがスムーズできて、

話のネタにもなりオススメ。 

・上着があると便利 

教室は寒いのでないと困る 

・フィリピンの歴史など知っておくとよい 

観光地などで、知っておくとより一層

楽しむことができる 

・日本のものをもっているとよい 

アニメ好きなかたが多いので、仲良く

なった友人などにプレゼントすると喜

ばれる 

・友達をつくろう 

友達をつくり、現地を案内してもらい

ましょうガイドブックには載っていな

い素敵な場所、おいしい食べ物、日本

では見られないものに出会えるはずで

す 

・住所をメモしよう 

大学や寮の住所の写しをもっていると

いいです成田-フィリピン間の飛行機

の中で、入出国カードに滞在場所の住

所を記入する際に便利です 

 

・いちごみるくキャンディーで友達作り 

オンリーガイである岩水が持っていっ

たホロホロと口の中でくずれる優しい

甘さのいちごみるくキャンディーはフ

ィリピーナ・フィリピーノの心をつか

んで離さなかった。噂によると日本の

いちごみるくキャンディーは海外で人

気らしい･･･。もしかしたら、キャンデ

ィー1袋で素敵な恋が生まれるかも!?

ちなみに、岩水はこのキャンディーで

角刈りで肉感的フィリピーノのハート

を虜にしていた。（苦） 

・日本の味を持っていこう 

我々は、インスタントみそ汁や日本茶、

ふりかけ、ご飯ですよを持っていって

おり、できた友人にふるまったりしま

した。また、どうやらフィリピンでは

な「日清のカップヌードル、シーフー

ド味」が人気のようです。とあるスー

パーでは棚の半分がそれでした。荷物

に余裕がある人は、自分の好きなもの

を持っていくと良いでしょう。 

・日本のことを勉強しておこう 

話している相手が日本について聞いて

くることがありますので、質問に答え

られる知識が必要になる場合がありま

す。実際に合った会話だと、 

Q「フィリピンではキリスト教徒が多い

けど、日本の宗教はどうなの？」 

A「一週間のうちに、クリスマス（キリ

スト教）→大晦日（仏教）→初もうで

（神道）をおこなうカオスな国です」 

Q「この味噌汁と日本茶って何？」 

A「味噌汁は大豆の発酵食品を溶かした

ものだよ。日本茶は茶葉を蒸してから

乾燥させる製法をしている日本独特の

風味をしているお茶だよ」
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20. Useful Items 
・薬 

体調を崩すことがあるのであった方が

良い。特に下痢止めは大活躍だった。 

・日本食(味噌汁、ふりかけ) 

後半になるにつれ、日本食が食べたく

なる。特にフィリピンには味噌がなく

味噌汁が飲みたくなった。また、フィ

リピンの米はパラパラでふりかけがほ

しくなった。 

・日本茶 

フィリピンのお茶はとにかく甘い。砂

糖やはちみつが入っており、日本のよ

うな緑茶やウーロン茶はない。甘くな

いお茶が飲みたくなるので、水でつく

れるお茶があると便利。 

・電子辞書 

授業、病院見学、会話時に大活躍。ま

た、フィリピンでは電子辞書が珍しい

のか「それは何？」とよく聞かれたの

で、会話のネタにもなって◎ 

・ドライヤー 

髪を乾かしたり、部屋干ししていた洗

濯物を乾かす。

 

・変圧器 

日本とフィリピンの電圧が異なるため、

日本製品を使う時は変圧器が必要。変

圧器を使わないと電気がショートする

ため要注意！！ 

・ナイフ・フォーク・スプーン・紙コップ 

マンゴーなど果物を食べる際に使った

り、部屋でインスタントみそ汁を作っ

た際にこれらの食器があると便利だっ

た。 

・マジックペン 

洗濯をお願いする際に、ビニール袋に

服をまとめて提出する。そのビニール

袋に名前を書くときに使った。 

・パソコン 

日本や友人と連絡を取り合う手段。

Grace MAILで友人とメールもできた。 

・長袖 

教室の設定温度はとても低い。また、

朝方は冷え込むので、簡単に羽織れる

長袖があると便利

 

21. Not So Useful Items 
・裁縫道具 

使うことはなかった。 

・多すぎた衣服類 

学校・病院で着ることができる服装は

露出が少なめで限られているので、シ

ョーパンなどは休日にしか着ないので

少なくて良い

 

・SEA BREAZE 

暑いからと持って行ったが、あまり使

わなかった
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 22. What We have found 
医療技術学部 理学療法学科 3年 川村彩莉  

フィリピンに３週間滞在している中で多くのことを感じた。その中でも驚いた点につ

いていくつかあげたいと思う。 

一点目は、フィリピンの人たちはみんな優しかったことである。フィリピンに来たば

かりの頃、私たちが緊張していて、なかなか話しかけられなかったときにも気軽に話

しかけてくれて、いつも笑顔で接してくれた。二点目は日本と比較して、セキュリテ

ィーが厳重あった。ショッピングモールや学校に入る際には必ず荷物検査を行ってか

ら入場が許可された。三点目は個人経営のお店にはドアを開ける専門の子供がいた。

小学生くらいの子供もおり、そのくらいの年齢から仕事に携わっていると思うと驚い

た。四点目は、道を歩いていると物乞いをしてくる子供やお年寄りの方が多くいたこ

とである。実際に物乞いを目にしたのは初めてで、小さな子に腕をつかまれて何度も

お願いされる度に私自身どうしていいかわからなくなってしまった。 

3週間という限られた時間の中でフィリピンを知りつくすことは難しかったが、日本と

の違いをいろいろな場面で感じることができ、とても有意義な時間を過ごすことがで

きたと強く思う。 

健康科学部 健康栄養学科 2年山口秀子   

フィリピンでは、何もかもが新しかったです。特に文化・習慣の違いには驚くと同時

に、慣れるまでは大変でした。最初は何を見ても「日本はこうなのに」など比べてし

まう部分も多かったです。しかし、時々日本食のレストランや日本語が書いてあるお

茶など、日本のものを見つけると、嬉しかったとともに日本が恋しくなりました。フ

ィリピンで経験したことは日本で経験ではほとんど経験できないようなものばかりだ

と思います。街の風景一つでさえも、日本とは全く違います。感動することもあれば

驚かされることも多々ありました。今まで日本しか知らなかった分、世界の現実とい

うのを目にして考えさせられる部分もありました。しかしフィリピンで見たものは、

決して忘れてはならないものばかりだと思います。 
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医療技術学部 言語聴覚学科 1年 東海林友子  

・貧富の差があることは知っていたが、その差が予想以上に激しかったこと 

・言語聴覚士（speech language – hearing therapist : ST）ではなく speech therapist

と言ったほうが伝わりやすいこと 

・AUFには留学生がおおく、その出身国独特の英語訛りがあったこと 

医療技術学部 理学療法学科 1年 渡邉靖子  

・食事がおいしかったこと 

・英語がうまく喋れないとしても積極的にいくことで仲良くなれると分かった 

・AUFでは、多くの国から集まっている 

・日本に対して、すごく興味をもっており、私たちの言葉をわかろうとしてくれてい

る 

・親切な人が多かった  

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1年 岩水唯明  

見つけたことと言えば、日本のアニメ、漫画、食べ物、がとても普及していたことだ

ろうか。ただし日本料理はファストフードとして日本にはないチェーン店がだしてい

て、アニメは不法コピーが横行しているようだったが。日本製の漫画はいろいろと英

訳されて本屋に陳列されており、特にドラえもんの漫画はどの本屋にもあった。ベル

セルク輸出した奴は前に出ろ。 

しかし、行ったことにより一番心に刻まれたのは、貧富と治安だろう。大学には高い

塀と堅そうな門があり、銃と警棒を腰に差すガードマンが常駐し、門と寮の間の通り

には、小学生くらいの年ごろのいわゆる『物乞い』がたむろしている。ちゃんと、学

生が多く通る昼間に多く、日が沈むと激減するというサイクル付きで。大学を離れる

際に、ちまちまと集めていたクラッカー10枚ほどジュース 10本ほどその他の食べ物

いろいろ計約 1000円相当が、カバンに入らない多さになっていたので、夜中に道を

歩いて見つけた物乞いの子供に丸ごとあげてみたのだが、とてもいい笑顔で「Thank 

you, Sir!!」と言ってくれた。あんなに悲しくなるありがとうは初めてだった。 

パソコンや TVや本が大好きな私ですが、画面や文字で見ることと、実際に目で見て

肌で感じることは全くの別物であることは、たぶん間違いないと思います。 
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医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1年 工藤彩久耶  

・思っていた以上に日本のドラマやアニメが知られていた。 

・車間距離が数十センチ程度で驚いた。隙あらばグイグイと割り込まれる。 

・親日家が多い。親切にしてもらうたび、日本人の代表として嫌な印象を与えてしま

わないようにしようと心掛けて気が引き締まる思いだった。 

・英語とは、ただ机に座って授業を受けるだけのものではなく、自分の気持ちを相手

へ伝えるために必要な手段のひとつだと実感した。 

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 1年 岩崎里沙子  

実際に研修に参加してみて、毎日英語を話さなければならない生活は英語を学ぶ手段としては最

良のものだと感じました。とっさの一言や、日常のなにげない会話その全てが学べる機会であっ

たと思います。またフィリピンで出会った友人たちとのつながりも、インターネットを介して続

いているので私自身の視野も広がりました。 

英語を学ぶ以外でも今回の研修で得たものは多くあると感じています。特に今回の研修をきっか

けに大学や学科で実施している他の海外研修に対する興味も増しました。研修で学んだことをそ

のままにするのではなく、自分の可能性へとつながるものにしていきたいです。 

医療技術学部 義肢装具自立支援学科 2年 佐藤由実  

・車間距離が狭い。 

・横断歩道は関係なく、どこでも人が横断するから運転者はヒヤヒヤ。 

・韓国人と間違えられやすい。 

・話そうとする努力で、相手も聞いてくれる。 

・スーパーの店員がやたらとフレンドリー 

健康科学部 看護学科 2年 本宮共   

基本的にどんな環境下でも生きていける根拠のない自信を持つ私には、あの太陽光を

浴びられない部屋も汚いバスルームも、なんかくっさい屋台も、アニョハセ ヨーと毎

朝爽やかに挨拶してくれるおっちゃん達も、感じの悪いコリアンだって鼻息で吹き飛

ばせる程の障害でしかなかった。 

しかし、こんな私でも日本では考えられないくらいの貧富の差に驚いてしまった。私

立の大学に通う学生と物乞いの幼い子どもが同じ環境に存在していることが衝撃だっ

た。物乞いをしている子どもが可哀想だと感じるが、学生である私には彼らに直接的

な支援はおろか間接的な援助の提供も困難である。ただ、彼らのよう な存在の子ども

がいることを、自分の目で見て、認識できたことは私にとって大きな収穫となった。 

最後に、「コリアンの男性に好意を抱かれたら最後だと思え。」この言葉を、今後生

きていく上での教訓として胸に刻み込んだ. 
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