神戸大学交換留学（派遣）帰国報告書（様式２）

交換留学（派遣）帰国報告書

留学先大学： ニューヨーク市立大学クイーンズカレッジ
留学先での所属学部・研究科： 心理学部
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2017 年 8 月～ 2018 年 5 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部国際文化学科
： ３年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2018 年 10 月 17 日
1. 留学先大学について
1-1. 留学先大学の「学期」について
学年開始月日： 8 月 24 日
学年終了月日： 5 月 24 日
学期：
① 8 月 24 日～ 12 月 20 日
② 1 月 30 日～ 5 月 24 日
③
月
日～
月
日
④
月
日～
月
日
1-2. 留学先大学の特長，人気のある分野等

クイーンズカレッジでは文系学部がメインで、交換留学生はその中から学部の枠を超えて、自
由に選択することができます。

1-3. 留学先大学のサポートについて記入してください。
語学面でのサポート：

留学生同士の交流の機会が月に一回は必ず設けられていました。

勉学面でのサポート：

エッセイ添削などが留学生に限らず受けることができます。

精神面でのサポート：

留学生専用に、なんでも相談できる担当者がいました。
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住居・生活面でのサポート：

学校内にセキュリティーのしっかりした寮があったので安心して生活することができました。

課外活動のサポート：
留学生向けに企画されたイベントが頻繁に設けられました。（クルージングランチやセントラ
ルパークでのピクニックなど）
1-4. 神戸大学の所属学部・研究科にて「単位認定」を申請する予定ですか。
はい
いいえ
2. 住居
（気をつけること等）
2-1. 住居についてアドバイスを含め自由に記入してください。

学校内にある寮が安全面では一番オススメです。ただ、学校の寮は費用がとても高く、自分で
アパートを探すと寮の3分の1程度の費用で住むことができます。その際日本人がオーナーのと
ころを選ぶと安心だと思います。

3. 生活について
3-1. 保険について
どのような種類の保険に加入したかを教えてください。

学研災付帯海外留学保険（「付帯海学」）（神戸大学指定の保険）

また，上記以外で加入した保険があれば，ご記入ください。（留学先の国・大学が義務付けている保険等）

3-2. ＰＣ（パソコン）について
PC の保有の状況：□日本から持参した
□現地で購入した □保有しなかった
■
住居内のインターネットへの接続の可否：□接続できた
□接続できなかった
■
住居内でインターネットに接続していた場合，プロバイダー，料金等について記入してください。

無料でwifiを利用できました。
□使用できなかった
大学での PC の使用の可否：□使用できた
■
大学で PC を使用していた場合，施設の場所や日本語環境等について記入してください。

大学の施設内全体で利用できる大学のwifiを利用していました。
3-3. 医療について
留学中に病院に通いましたか。医療費等について記入してください。

学研災についている日本の病院へ行ったので医療費は無料でした。

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。

冬の寒さが特に厳しく、防寒対策は万全にしていくべきだと思います。もちろん現地で調
達することもできます。
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3-4. 銀行口座等について
留学先でお金を引き出せるように，どのように準備・手続きしましたか。
（現地で口座開設、キャッシュパスポート利用等）

海外で使えるクレジットカードとキャッシュカードを日本の銀行で作成しました。

3-5. 異文化体験について
留学先の文化・社会（習慣の違い等）について記入してください。
ニューヨークは人種や民族が本当に多様で、一つにまとめて文化を表すことは難しいですが、どこにいても感じ
たのは他人とのコミュニケーションが日本に住んでいる時よりも多いという点です。駅や街中で知らない人から
話しかけられたり助けられたり、自分から話しかけることも気軽にできました。

大学外の現地の人々と，どの程度コンタクトをもちましたか。

基本的には大学内の人たちとの交流が多かったですが、大学外でのイベントに参加した際に
できた友達と遊んだり、街で行われているランゲージエクスチェンジにも参加しました。
課外活動（ボランティア，インターンシップ，アルバイト等）をしましたか。

していません。

留学先の「町」についてコメントがあれば，記入してください。
（安全性，外国人への態度等）

クイーンズはニューヨークの中では安全な街であると思います。日本人も多く住んでお
り、私が外国人であるという認識は周りの人から見てなかったと思います。
3-6. 留学期間中に就職活動をしましたか。就職活動をした場合，教えてください。

していません

4. 経費について
4-1. 奨学金を受給していた場合，奨学金についてご記入ください。
， 100000
円／月
（財団等名） JASSO
その他（渡航費等の支給）

円

5. アドバイス及び感想
5-1. 現地で参考となった留学先国の情報（出版物，ホームページ）を記入してください。

5-2. 日本から持参すると良いと思われるものがあれば，記入してください。
現地に日系スーパーも多くあり、なんでも買えるので特にはありません。

5-3. 留学することによって得られたことについて記入してください。
（語学力の向上，キャリアパスの明確化，
異文化理解等）
※ 語学力については，差し支えの無い範囲で，留学前と帰国後の客観的な指標を教えてください。
留学前：
（
）
点→帰国後（
）
点
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5-4. 振り返ってみて，何が最大のトラブルでしたか。

運動中に倒れて意識を失ったことです。その際、駆けつけた救急隊に救急車に乗るかどうかの
判断を私に委ねられ戸惑いました。

5-5. 留学前，留学期間を通じて，神戸大学のあなたへのサポートは適切でしたか。神戸大学への要望があれば
記入してください。

留学前から留学後まで、手続き関係や安全面のサポートなどとても充実していて安心して留学
することができました。

5-6. 本留学プログラムを後輩に薦めますか。薦める場合・薦めない場合ともに，理由を記入してください。

私にとって留学の１年は大学生活の中で最も楽しい期間であったと思うので薦めたいです。

5-7. 留学全体を振り返って，以下の質問に答えてください。
（５段階評価，５が最も高い評価，１が最も低い評価）
・留学先大学の授業の「質」
（内容，レベル等）に満足しましたか：
・留学先大学の学生サービスに満足しましたか： 5
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 5
（広さ，料金等）に満足しましたか： 3
・住居の「質」
・全体として留学に係る費用は安かったと思い，満足しましたか：
・神戸大学の留学に係るサポートに満足しましたか： 5
・留学全体の総合的な評価： 5

5

3
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留学先大学： ニューヨーク市立大学クイーンズカレッジ
留学先での所属学部・研究科： 心理学部
留学先での在籍身分： 学部生
留学期間： 2017 年 8 月～ 2018 年 5 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学部国際文化学科
学年（出発時）
： ３年
本報告書記入日： 2018 年 10 月 17 日
授業について
留学中に履修した授業について記入してください。
No.

コース名

教授名

（現地語・和訳）

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

予習，復習，テスト等についてアドバイスも含
めて教えてください。

Psychology33
4/心理学334

Development of Perception
and Cognition/ 知覚と認知
の発達

150
分/週

3

６０人 テキストの内容を口頭のみで説明される授業な
のでテキストを事前に熟読している必要あり
ほど

２

Media Studies 101/
メディア研究101

Contemporary
Media/現代メディア

150
分/週

３

３

History of Cinema/
映画の歴史

150
分/週

３

100人 課題が定期的に出され、試験はマル
ほど
ティプルチョイスと記述が少し出る。

７０人
ほど

General Psychology
101/一般心理学１０
１

220
分/週

４

６０人 リーディング課題がとても多く、毎日数時
間かけて読まないと授業に追いつかない
ほど

Survey of Modern
Art/現代芸術の調査

150
分/週

3

30人
ほど

テキストや教材が配布されないので、講義を聞いて細かく
メモをとり、足りない部分は自分で調べてテストに備えた

Introduction to
Art/芸術への導入

１

４
５

ARTH113/芸
術の歴史113

授業中に見る映画やそれに関する口頭での説明がそ
のまま試験に出るので授業をよく聞くことが必要

６

ARTH001-2/
芸術の歴史

150
分/週

３

３０人
ほど

口頭説明のみの授業で課題などは一切なし。試験は授
業で説明されたことに関して選択問題で出題される

７

Psychology238 Social Psychology/ 150
社会心理学
/心理学２３８
分/週

３

７０人
ほど

８

Psychology25
1/心理学251

３

テキストを読んで予習し、授業のスライドで復習。試験は
すべて選択問題でリーディングをしっかりしていれば簡単
に解ける

１００ 毎回授業前にオンラインで小テストを受ける
人ほど ので事前に教科書を読んでいる必要がある

Introduction to
Learning Behavior
Analysis

150
分/週

９
１０

授業（カリキュラム等）のクラスのサイズ，成績評価，現地学生の取り組み等

どの授業も学生の取り組み方はとても積極的で、教授の説明に容赦なく突っ込んだり、ディス
カッションを頻繁に行いながら授業が進められていく。講義形式の授業はクラスの規模が大き
いものが多い。

費用について
留学期間を通して必要だった費用を記入してください。
（概算で結構ですので，円価で記入してください。
）
・航空運賃： 往復２５万円
・住居費：
（月額） 12万円
×（留学月数） １０ ヶ月 ＝ １2０万円
・食費： (月額） １万円
×（留学月数） １０ ヶ月 ＝ １０万円
・保険料： 約10万円
・その他： 旅行、買い物、交通費など ５０万円
合計： 2１5万円
（留学期間全体の費用）
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その他 自由に記入してください。
（800 字～）

クイーンズカレッジでの留学は、留学生へのサポートが手厚く、不安なことや困ったことが
あれば何でも相談できる環境があったのでとても安心して勉強することができました。
前期は授業についていくのに必死で毎日予習復習を欠かさず行っていましたが、それでも週末
は留学生たちとマンハッタンへ遊びに行って食事や買い物を楽しんだり、新しい場所を散策し
て観光したりしていました。後期になると、勉強の進め方や授業に慣れてくるので、授業後に
街へ出かけてのんびり過ごしたり、授業前にカフェに行ったりと、マンハッタンが近いという
利点を最大限に利用して楽しみながら勉学にも励むことができました。
住居や食費はやはり日本より高いと感じることが多かったですが、自炊したり自分で住居を探
して引っ越すなどして節約することもできました。
安全面に関しても、想像していたよりもはるかに安心して過ごせる環境で、私を含め周りのど
の友人もトラブルに遭うことなく生活することができました。
勉強も遊びも何不自由なくとても充実した１年を過ごすことができたので、ニューヨークを選
んで本当に良かったと思います！

