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
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留学先大学： The City University of New York, Queens College
留学先での所属学部・研究科： Political Science
留学先での在籍身分： International Exchange, Non-degree Undergraduate
留学期間： 2018 年 8 月～ 2019 年 5 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学研究科
学年（出発時）
： 修士２年
本報告書記入日： 2019 年 6
月 4 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 22 日
学年終了月日： 5 月 24 日
学期：
① 8 月 22 日～ 12 月 25 日
② 1 月 25 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
アメリカ・ニューヨークにおいても、特に学生の人種的多様性に秀でており、移民流入が多いク
イーンズ区にあることから比較的最近移民としてきた家族の出の人も多い。分野では、ダンスや
アートが特に強いと思われるが、私の専門である社会科学でも様々な授業が設けられている。マン
ハッタンやブルックリンにあるニューヨーク市立大学の他校との交流する機会は、案外少ない。
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：

私は利用したことがないが、ライティングやスピーキングの添削サービスがあるようだ。交換
留学生を中心とした交流会を目的としたクラブもあり、英語の上達が可能。
勉学面でのサポート：

オフィスアワーを利用すれば、大体の教員の方は話をきいてくださる。図書館には、各専門の
司書兼アドバイザーがいる。
精神面でのサポート：

詳しくはわからない。
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住居・生活面でのサポート：

国際課・留学担当のオフィスでは、交換留学生向けに常に相談に乗ってくれる態勢がとられて
いる。
課外活動のサポート：
あまりサポートはないので、基本的に自分から積極的に活動するのがよい。

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。

私は寮が高い、そして学外活動がしたいという理由で、学外のアパートメントで生活した。気
をつけることは、安すぎる物件投稿に注意すること(騙しあるいは生活不可能レベルで汚い)、
入居時にすでに故障部分があれば写真を撮って保存しておくこと(退去時に自分の責任にされて
料金請求されるのを防ぐ)、シェア人数が多いとそれだけキッチンやバスルームは使いづらくな
る傾向にあること、大学のwifiはとても接続が悪いのでネット環境の良い場所を選ぶこと。

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）
なし

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。

料金はルームメイト三人でシェア、一人大体月30ドル程度
□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。

PCルームと図書館のPCスペース。印刷代は、セメスターごとにいくらか大学から支給さ
れる。日本語対応はないかもしれない。
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。

なし

健康管理あるいは衛生面について特に注意すべきこと。
日本にいる時よりも、外出すると手が汚れる。手洗い・うがいはした方が良い。朝から晩まで開
放されている大学ジムは無料でかつ器具豊富なので、利用を検討することをおすすめしたい。
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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）
交換レート、引き出し手数料などを考慮した結果、マネーパートナーズが提供するプリペイドカードを日本で作成し
webでチャージしつつ利用した。しかし、2019年でシステム変更に伴いチャージに手数料がかかるようになってしまっ
た。手数料を安く抑えられる他の方法としては、アメリカ現地で銀行口座を開設するという手がある。

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。

人前では基本的に陽気にふるまうことを心がけた。

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。

イベントや学外活動を通じて、多くの人と知り合ったが頻繁にコンタクトをとるのは数人
程度。
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。
アルバイト・インターンはしなかった。Riders Allianceという非政府組織に関わり、キャンペーン運動のボランティア
や議員へのロビイングを行なった。友人たちと地下鉄でストリート演奏をしてホームレスへの慈善運動を行なった。

（安全性，外国人への態度等）
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。
人々からは、留学生、日本人である前に、ニューヨークにいる人として認識される。外見や言語の壁のせ
いで、何か不便を被ったり、特別な機会を失うということは特にない。けれども、学外で住居を選ぶな
ら、どういったコミュニティが強い地域なのかを把握しておいた方が良い。

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。

ボストンキャリアフォーラムとニューヨークの現地キャリアフェアに行った。

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。
（財団等名） JASSO
， 100,000
円／月
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。

特になし

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。
大活躍を期待して持参したカイロは全く不要だった。塩昆布とコンソメといった現地で手に入
らない食材を持参したが、割と役立った。
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：
（ TOEFL iBT
）99
点→帰国後（
）
点

語学に関しては、話す英語が良い意味で崩れて、カジュアルになった。現地の人とのやりとり
を通じて、派遣先の地域についての理解は深まった。どういった分野に関してもイベントがあ
るので、自分のしたいことを突き詰めることができた。
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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。

幸い、大きなトラブルはなかった。当初、日本との比較で不便さを感じた部分も生活を送るに
つれて順応していった。ルームメイトがハウスルールに厳しい人間だったので、部屋の使い方
について少しもめることがあった。

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。

適切でした。

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。

薦める。特に自分の持っている能力や専門を試したいという学生に、本プログラムは向いてい
る。学内には、様々なバックグランドをもつ学生がいて多様な意見をきくことができる。学外
では、分野問わず世界中から来ている野心的な人たちと関われるチャンスがある。

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： 3
・留学先の住み心地（安全性等）に満足しましたか： 5
・住居の「質」
（広さ，料金等）に満足しましたか： 4
・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： 4
・留学全体の総合的な評価： 5

3

3
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留学先大学： The City University of New York, Queens College
留学先での所属学部・研究科： Political Science
留学先での在籍身分： International Exchange, Non-degree Undergraduate
留学期間： 2018 年 8 月～ 2019 年 5 月
神戸大学での所属学部・研究科： 国際文化学研究科
： 修士２年
学年（出発時）
本報告書記入日： 2019 年 6
月 4 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）

１
２
３
４
５
６
７
８

Seminar in Law and
Politics (法と政治)

時間数 留学先 履修し
／週
での単 ている
学生数
位数

Keena Lipsitz 2.5h

4

~10

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。
アメリカの選挙制度についてのゼミ。毎週リーディングの
要約と論点を提出。3つのペーパーを作成し、最後に完成
系ペーパーを提出しプレゼン。

Research Skills in
Political Science (政治
学リサーチスキル)

Joe Rollins

2.5h

3

~25

American State and
Local Government (ア
メリカの州地方政治)

Alexander
Reichi

2.5h

3

~40

American Political
Though (アメリカ政
治思想)

Paul
Celentano

2.5h

3

~30

の政治思想史の講義。毎週リーディン
グ。ペーパー2つを提出。

The Media
Censorship (メディア
規制論)

Benjamin
Strassfeld

2.5h

3

~20

Judicial Process
(アメリカ司法制度)

Bin Huang

アメリカでのメディア規制の歴史と制度に関する講義。毎
週リーディング。1回報告。2つのテスト。2つのペーパー
とプレゼン。

2.5h

3

~20

Brett Turner 2.5h

3

アメリカの司法制度の講義。毎週リーディング。裁判所で
の傍聴。ディベート1回、サマリー、2つのペーパー、一つ
論述テスト。

~10

統計ソフトRを用いた分析スキルの講義。実技
テスト4回、毎回実技課題、リサーチ2回。

3

~30

Rockawayを中心としたクイーンズの歴史に関す
る講義。テスト2回、グループプロジェクト。

Applied Programing
for Research (応用プ
ログラミング)
Changing Neighborhoods
of Queens (クイーンズ地区
の歴史)

Jonathan
Gaska

2.5h

社会学リサーチスキルの講義。毎週リーディングと自分の
研究計画の作成。3つのペーパーを作成し、最後に完成系
ペーパーを提出しプレゼン。

アメリカの州地方政治の講義。毎週リーディング。講
義に基づく論述テスト2回と1つペーパーを提出。

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

クラスのサイズと成績基準は授業および教員によって異なる。全体の流れは、最初の講義でシ
ラバスが配られ、2回目くらいまでは授業の変更が可能。テキスト配布や、ペーパー提出に
は、BlackBoardという大学Webシステムが使われる場合が多い。基本的には授業時間に厳格で
ある。学生は、熱心に勉強しているものもいれば、途中で突然いなくなるものもいる。

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： 200,000
・住居費：
（月額） 95,000
×（留学月数） 10 ヶ月 ＝ 950,000
・食費： (月額） 35,000
×（留学月数） 10 ヶ月 ＝ 350,000
・保険料： 70,000
・その他： 10,000
合計： 1,380,000
（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～）

ニューヨークにも四季があります。夏は、室内での冷房が強力なので常に何か羽織るものが
必要でした。冬は、室外は温度が低く室内は高いので、薄着の上にそのまま厚めのジャケット
を着て過ごします。雪対策でブーツも必要でした。しかし、選ばなければ必要な衣類はこちら
で安く揃えることができます。花粉症の時期は外でマスクをつけるのが一般的でないため、薬
の服用が必須でした。市販で売られているものの中には、アレグラの他、より強力なものもあ
り、症状を抑えることができました。
物価は高いですが、上手な買い物をして節約さえすれば日本と同じような予算でやりくりで
きます。食事についてはレストランでの外食でなく、いわゆるデリバリーであれば、安価で
色々な地域のものを楽しむことができます。自炊についても思いつく食材はほとんどが市内で
調達可能なので特段困ることはありません。家賃については全体的に高いのですが、相場に比
べ安すぎるところにはそれなりの理由があるわけなので仕方ありません。
CUNYクイーンズ校には、様々なバックグラウンドをもった学生が集まっています。人種構
成でいえば、少しアジア系、ヒスパニック系、アフリカ系を中心としたマイノリティの割合が
高いと思いますが、それが全体での多様性に貢献しています。アート・音楽の分野では日本の
正規留学生もちらほらと見かけます。私の場合は米政治を学びにきましたが、授業の質には概
ね満足しています。一つのトピックを詰め込み式で一貫して学習させるというスタイルは、知
識をつけるのに便利です。たいてい初回のシラバスに毎週扱うトピックと関連リーディングが
記載されているのですが、教員それぞれの視点からみっちり組まれた充実した内容になってい
る場合が多いので、それだけでも参考になることがあります。大学施設については、二つの図
書館(24h空いてはいない)、食堂、コンビニ、学生クラブ活動用の建物、ジム、ビリヤード・卓
球場があります。キャンパス内の食堂はさほど安くなく、大学の外にも安くご飯を食べられる
場所があるので静かに過ごしたいときはそちらを利用したり、家から持参します。
キャンパス外活動に関しては、Eventbrite, FBイベントページ、Meetupなどを使って市内で
開催される様々なイベントを探して行っています。私の場合は、今年が中間選挙であるという
こともあり関連する政治系の講演やセミナーを中心に参加していますが、土地柄、スポーツ、
アート、音楽、フード、ボランティアなんでもありで、学べるものは多いです。現地の友人を
誘って一緒に行くと、地元視点で色々教えてくれるのでとても勉強になります。

