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        アワノ ユキナさん 

       留学期間：1 ヶ月 

      プログラム：一般プログラム 

 

       

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

インドで空港から送迎の車に乗って宿泊施設のアパート

メントへ向かう途中で見た世界は日本とは全く違って驚

きと興奮と少しの不安を抱いたのを覚えています。 

学校までは徒歩 8 分くらいで近くすごく嬉かったのです

が、学校前の交通量の多い道路を横断するタイミングが

非常に難しくそんな小さな事すら最初はさぐりさぐりで

した。学校は他の ILSC と比べると圧倒的に小規模でかな

りアットホームです。スタッフも先生もとても親切です。

クラスのことはもちろん、レジデンスに関わる事、生活

情報、治安、旅行の仕方に至るまでいつでも協力してく

ださいました。娯楽という娯楽があまりないので、授業

後はよくみんなで誰かのレジデンスに集まり、各国のこ

とやどうでもいいことなど話ながらわいわい楽しい時間

を過ごしていました。幸運なことにクリスマスと年越し

をインドで迎えることができ、学校主催のクリスマス会

にも参加できました。インドはヒンドゥー教なのでこの

国でクリスマスってどう祝うんだろうと不思議に思って

いましたが、クラスごとの出し物に始まり、国籍ごとの

ダンスや歌の披露、そしてサンタの登場。プレゼント交

換などとても楽しい時間を過ごしました。スタッフも先

生も心から楽しんでいて良い意味でなんでもありなんだ

なあと思いインドの懐の深さというか、そんな部分を感

じました。日本人組でダンスを披露したのですが、衣装

も自前で用意し練習も連日遅くまで励むなど変なところ

で実直な日本人魂を見せてがんばったおかげで大盛況に

終わり、今では本当に素敵な思い出のひとつです。 

年越しは生徒みんなで集まってパーティーを開き、カウ

ントダウンをして年明けと同時にハッピーニューイヤ

ー！とハグし合い、花火を見ました。これまでの人生の

中で最も特別な年越しでした。インドは食べ物が合わな

かったり、健康管理が難しいですがそういう状況にもだ

んだんと慣れました。インドは人々の生活レベルの差が

本当に激しく、それを肌で感じてみて自分の身勝手な価

値観やこの世界の違う側面が抱える問題を理解しました。

貴重な経験ができてよかったです。 

インドで英語を学ぶなんて想像できなかっ

たのですが、逆に興味が湧いて 1か月滞在を

決めました。 

 

生徒の割合は現地のインド人の生徒が多

く、ラテンアメリカン、少数ヨーロピアン

の他には中央アフリカやパキスタンなど普

段の生活では話す機会のない出身国の生徒

に出会うことができました。アジアンは少

なかったのでみんなでよく助け合い、日本

人同士の絆は特に強かったです。 

 

良いことも悪いことも毎日のように新しい

発見ばかりでした。このような環境で英語を

通して多くを学べる機会を得ることができ、

本当に ILSC インド校を選んでよかったで

す。 

 



 
 

 

 

 

 

ミカド タクヤさん 留学期間：3 ヶ月 
英語力のアップとインド文化に触れる、そして NGO でのインター

ンの体験が目的でインド留学を決めました。ILSC は先輩の勧めで

決めました。 

教師は全員心が広く、生徒が何を聞いても熱心に教えてくれます。

またどの先生も幅広い知識を持ち併せており、インド文化やビジ

ネスなど英語以外のこともたくさん学べました。学校のスタッフも何か問題が起こったり、調べ物を頼

んだ際にはすぐに行動してくれました。学校、先生、スタッフ、皆仲が良くアットホームで良い雰囲気

です。アクティビティにはあまり参加しませんでしたが、内容が充実したものがたくさんあります。 

帰国後はこの経験を生かして、すぐに就職活動に入ります。 

 

 

エンドウ ユウイチさん 留学期間：1 年 
 

インドの大学の授業についていけるだけの英語力をつけるために、学生ビザがとれ、長期間にわたって

インドにいることができることもあり、ILSC に決めました。 

ILSC の授業が始まる前はモーニングクラスの 3 時間はとても長いと思っていました、実際は授業がとて

も面白く ためになることをするため、あっという間に過ぎてしまいます。現在はコミュニケーション

を中心としたクラスを選択しています。 初めのうちは教師とどう接すればいいのかわかりませんでし

たが、学校に慣れるにつれて教師と話すことが楽しくなりました。会話のクラスではいかに日本人が内

気ではずかしがり屋なのかを思い知らされました。 
 

学校はとても清潔で明るく、いつでも Wifi を使用できるためとても便利です。またスタッフの人たちも

気さくで話しやすいです。 
  

ILSC では毎日のようにアクティビティをおこなっているため、自分で計画して準備してと面倒なことを

しなくてもさまざまなインドカルチャーに触れることができるためとてもよいと思います。学校の近く

には Select city walk という大きなショッピングモールがあり、そこに行けば勉強も買い物も食事も映画鑑

賞もと、さまざまなことができるためとても便利でよく利用しています。 

ILSC 就学後はインドの大学に留学する予定です。 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ミムラ シュンイチロウさん 留学期間：3 ヶ月 

ILSC を選ん理由は友人が通っていたことと、全体的に評価が高かっ

たからです。ILSC のクラスのほとんどは、学生の要求、レベルに合

わせて、学生を中心に進められる 

クラスです。発言やプレゼンテーションの機会は平等に与えられ、

教師のレベルも非常に高いと感じました。全体的にどのクラスも満

足度の高いものでした。 

学校のスタッフも親切で親身に相談に乗ってくれ、学習関係の問題だけでなく、学外でのアクティビテ

ィやアコモデーションの相談にも親切に対応して頂きました。慣れない環境で勉強をする学生にとって

心強いものだと感じました。学校外での生活では、学校周囲だけでも観光スポットはいくつかあり、十

分にインド文化を楽しむことができました。帰国後は大学に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

カサイ トシキさん 留学期間：3 ヶ月 

世界の中の日本に生まれたものとして、世界に貢献できることを模索

することと、存分に苦労経験をするためにインド留学をきめました。

名ばかりの語学学校や先生の質の悪い語学学校が多いと聞いていたた

め、先輩が薦めてくれた事が大きなきっかけで ILSC にしました。私は、

留学当初、間違った英語を話すことを恐れていました。でも ILSC は間

違いを受け入れてくれる環境が整っていることが一番の魅力だと感じます。特に印象に残っている授業

は Writing です。Writing は文法力、語彙力など英語の力が総合的に必要とされているため非ネイティブ

にとっては一番鍛えがいのある授業でした。そのため復習をし毎日の宿題を徹底して出し、誰よりも積

極的に授業に取り組みました。スタッフは親しみやすく、いつも気さくに声をかけてくれます。まるで

友達のようです。 

学校でのアクティビティがあることに驚きました。世界各国から来た友人と友情を深める良い機会です。  

ウェルカムパーティーやフェアウェルパーティーがあったりと１つ１つの出会いを大切にしています。 
 

私はホームステイに住んでいるのでインド人の文化や生活を間近に学べます。ILSC 卒業後は環境活動、

貧困に関わるインターンシップをする予定です。帰国後は就職活動をします。インドで 6 ヶ月過ごした

経験を活かしたいと考えています。 
 
 
 
 

 



 
 

Volunteer Internship Program 

 

 

 

 

 

   

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語学力の向上とインドの文化、風習、商習慣を学ぶために

した留学で私は ILSC での 3 ヶ月の就学をしました。最後

の 1 ヶ月間は Business English のクラスを取りました。 

インターンをするにあたり、自分で企業のホームページを

利用して企業研究をしたり、企業との面接の前には学校ス

タッフと模擬面接をするなどの準備を行いました。 最終

的に面接をした企業は 1 社でしたが、学校で行った模擬面

接は役に立ったと思います。インターンは車のディーラー

でセールスの仕事をしました。 このプログラムに参加し

て思ったことは、インド企業には教育システムがないので

インターンの学生も何もしなければ放置されます。積極的

に取り組む姿勢、学ぶ意欲がないと何も起こらずに終わっ

てしまうと思います。 

日本へ帰国後は、国内から海外関係会社をフォローする仕

事に配属される予定です。 

語学力の向上とインドの文化、風習、商習慣を体得

するために留学をしました。 

 

ILSC で 3 ヶ月のフルタイムの就学のあと、車のディ

ーラーでセールスとしてインターンを 2ヵ月半行

いました。 

 

 

帰国後は国内から海外関係会社をフォローする仕

事に配属される予定です。  

 

 

   ササキ ミノルさん 

留学期間：一般プログラム 3 ヶ月 

     インターンシップ 2 ヶ月半 

プログラム：無償インターンシッププログラム 

 

 



 
 

 

 

 

ヒロシさん 留学期間：5 ヶ月 

会社の研修としてインドに滞在しています。 

デリーにて語学研修後、チェンナイにて実務研修の予定です。 

着任当初は予想していた以上に環境が厳しいと感じ、先の生活に不安を

感じていたことが印象に残っています。（具体的には、混沌とした町並

みや空気の違いなど。一時は人事部に帰国させてほしいと相談するほどでした。） 

しかし、語学学校に入り、時間が経つつともに友達も増え、当初の不安は少しづつ薄れていきました。

その大きな要因は、余暇（施設等）の少なさ故の個人間の結びつきの強さにあると思っています。日本

と比べると不便且つ、自分から行動を起こさなければ時間を持て余してしまうのは事実ですが、上に述

べたような人とのつながり、また、語学留学や異文化に興味のある方にとっては魅力的な国だと感じて

います。ガイドブックや他のメディアを通しただけでは体感のしにくい国でもありますので 

インドを知るにはまず自身で体験してみることが一番と思います。 

 

 

 

 

ノセ ヒロコさん  留学期間：1 ヶ月 

ILSC ニューデリー校の授業の質はとても高いと思います。使っている教科書も文

法・語彙・ディスカッションのバランスがとても良いです。 

 日本の大学生が夏休みが終わって帰国し始めている時期は、 

 人数が少なくなることからも勉強になるかと思います。ちなみに私の夫は 1 ヵ

月半の滞在で TOEIC スコアが 200 点上がったので、授業は厳しい分、後から励み

になる結果を得られると感じました。 

  生活面においてになりますが、学校の寮は 1 つのフラットを 3-6 人でシェアする形です。寮は 6 つあり、

人によって好みが分かれますが、人が多くパーティが多くてにぎやかな寮では友達が増えますし、静か

に本を読みたい場合にはその旨を事前に伝えればそういう寮に入れるようスタッフが手配をしてくれま

す。寮はどれも ILSC から徒歩 10 分以内です。 近くに Malviya Nagar のマーケットがあるので自炊も可能

ですしインド料理屋や中華料理屋、ピザ屋なども近くにあるので食生活には困りません。マクドナルド

等のチェーン店にいきたい場合には Select City Walk という大きなモールも利用できます。オートリーク

シャで 10 分ぐらいで学校も寮も便利なエリアにあります。 

 

 

 

 



 
 

 

 

イイジマ トモミさん  留学期間：1 ヶ月 

英語中心に学びつつ、更に現地での本場のヨガを体験し、ヒンディ

ー語を勉強したかったことからインドを留学の地に選びました。大

学の友達に薦められ ILSC のパンフレットを見たところ、授業の種類

が豊富なことと、ALL ENGLISH の所に惹かれ選びました。インド料

理屋さんでアルバイトをしていてインドに興味があったというのも

今回 ILSC のインドに決めた理由の 1 つです。 

私は、English Communication course を受講していました。先生たちは皆英語を教えるのが好きな先生たち

でとった甲斐がありました。授業は 6-10 人程度の少人数クラスで、授業は先生が例をたくさん出しなが

ら分かりやすく教えてくれてとでもよかったです。スタッフの人は皆、親切で困っているときはすぐに

力になってくれました。アムリトサルに学校のアクティビティで行ったのはすごく思い出深く、心に残

っています。学校以外ではマナリーに友達 10 人程で行きました。ヒマラヤが見られたのでよかったです。

帰国後は大学生なので勉強に専念します！ 
 
 
 

 
 

クラタ ミナミさん  留学期間：3 ヶ月 

留学の目的は英語での日常会話の習得とインドでの生活体験です。インド

の文化や生活に興味があったこと、依頼した留学会社の担当の方の一押し

の学校だったこと、インターネットの資料などで魅力を感じたので ILSC に

きめました。 

  教師の方は皆さん熱心で、理解できるまで丁寧に教えてくれます。クラ

スも多くて 10 人程度でとてもアットホームな雰囲気です。理解できなかっ

たところもすぐに質問できますし、細かに教えてもらえます。私は初心者

のクラスで文法、会話を基礎から学んでいます。授業ももちろん英語なの

で初めは説明も質問されていることもわかりませんでしたが、日を追うご

とに耳も慣れてくるようで、少しずつですが理解できるようなってきまし

た。クラスには地元のインドの方や世界中のいろいろな国の方がいるので

文化や習慣の違いも知ることができ興味深いです。また、授業の中では一つの話題に対して、自分の意

見や考えをクラスメイトと話し合ったり説明したりするので、話す訓練になっています。他の人のいろ

いろな考えも聞けるのでとても楽しいです。スタッフの方も皆さん親切で、困ったことがあると助けて

くださるので安心です。 

  現在は学校のアパートを借りて生活しています。広くて過ごしやすいです。ただときどき水が止まり

ます。停電もよくあります。帰宅後はルームメイトや学校の友達と近くの市場へ食材を買いに行ったり、

カフェやレストランで食事をしたり、ショッピングモールやマーケットに出かけることもあります。い

ろいろな交流があって毎日楽しいです。 

 学校のアクティビティも充実していて、週末にはインド国内の旅行に行くことができます。寝台列車

で移動し、史跡や、様々な宗教の寺院を訪れることができ、インドでの貴重な体験ができます。また学

校の仲間と一緒に行くので安全に安心して参加できます。とても楽しく興味深い日々を過ごしています。  
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イマムラ マナさん  留学期間：12 ヶ月 

海外の大学に行く前の英語を習得が今回の目的です。 

もとからインドの文化、宗教などにに興味があり、なおかつ英語

を学ぶ事が出来、経済的、ILSC ニューデリー校は自分にぴったり

でした。クラスはいろんな国のひとが集まっていていっしょに勉

強するのが楽しかったです。インドの人もたくさんいるので、イ

ンドがより近く感じるようになりました。先生もインドの人なので、授業中にインドの文化や生活など

を話す事もあるので楽しいです。スタッフのひとや先生はとても親切で優しいです。 
 

週末はよくクラスメイトやルームメイトと一緒に旅行へ行きました。普段の生活は、インドなので不自

由に感じる事も多々ありましたが、学校のアパートは広くて清潔で、困った事があったらスタッフの人

が助けてくれるので不安や心配事は特にありませんでした。お店やレストランもちゃんとあるので、毎

日のように外食や買い物を楽しみました。今後は海外の大学を探す予定です。 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           オクムラ シンイチロウさん  留学期間：2 週間 

 

ビジネスを目的とした英語力のベースの向上と継続して学習する為のモチベーション維持の為留学を決

めました。2 週間という短期でも受け入れて頂いた事と学費・滞在費が安価であった事が ILSC に決めた

理由の一つです。また別の側面でインドが今後の日本企業の重要な生産･販売拠点になるという見通しが

あるため、ニューデリー校を選びました。 

クラスは、カリキュラムとして教師が説明した内容を説明するだけで終わるのではなく全員がもれなく

実施する形式を取っている為、誰一人脱線することなく確実に一歩一歩段階的に消化できる所が良かっ

たです。また、興味深い内容の新聞の社説ゲームや映画などを取り入れ楽しく学習できるよう配慮され

ている所も素晴らしいと思いました。クラスの生徒は多国籍であるため、1 つの物事に対すて、それぞれ

の国で定義や考え方が変わっている事を発見できるのも非常に良かったです。 

スタッフに関しては、生徒との密なコミュニケーションができており、困った事は何でも相談できる

形は今後も学校が大きくなったとしても継続してもらいたいと思います。   帰国後は会社員なので今まで

と生活は変わりありませんが、  

己の英語力をより向上させ再び ILSC 留学にチャレンジさせ  て頂きたいと考えてます。 
 
 

 

 


