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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 はい

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。 カナダ（１ヶ月）

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 GEMs（神戸大学グローバル教育管理システム）

その他を選択した場合、記入してください。

このプログラムに参加した動機を教えてください。 最もよく当てはまるものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 3
  語学力の向上 2
  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い

  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど） 4
  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 1
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前にどのように情報を集めましたか。参考になる本
やホームページがあれば記入してください。

先輩からの話、大学のホームページ

VISAについて

　VISAの種類： J-1VISA
　申請先： 駐大阪・神戸米国領事館

　必要日数： 約2週間

　VISA取得にかかった費用： 340ドル(申請費160ドル、SEVIS費用180ドル）

　VISA申請のために求められた書類：
DS-2019、パスポート、証明写真、SEVIS費用支払い証明証、財政証明、面接予約確認

書

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

留学の多い夏前（７月頃）からは面接の日程の空きが少なくなってくるため、出来るだ

け早めに予約する方が良い

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 麻疹、風疹、おたふく風邪（幼少期に受けていたため母子手帳のコピーを提出）

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

学研災付帯海外留学保険

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等
大学が主催するイベントのためのArt費用200ドル、携帯通信費月40ドル、入寮までの

Airbnb利用費￥12400

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、あなたの氏名、学籍番号、メールアドレスは公開されません）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： Delta航空、Alaska航空

　到着空港名： J.F.K空港

　空港到着時間： 23:00頃
　到着地からの移動手段： その他

　移動の所要時間・料金： 30分程度・約30ドル（当日は空港のホテルに宿泊し、翌日の朝にUberで移動）

到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。

到着時間が夜になる場合、電車やバスでの移動には注意。メトロカードを持っていない

場合、バスに乗るには2.75ドル分のコインが必要。

住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： CUNY Summit

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： 現地学生

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 大学内のため徒歩

住居の周りの環境はどうですか。 比較的静か

毎日の食事はどうしていますか。 基本的には自炊

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

なし

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 必須

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 授業の履修方法、危機管理、NYの街と大学の紹介、大学のイベント内容など

その他、渡航してから必要な手続きについて DS-2019、パスポートなどの必要書類を大学の事務室に提出

現地で滞在許可申請は必要ですか。必要な場合、申請
方法、料金、取得に係る日数等を記入してください。

なし

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

200ドル分のArt費用をwalmartで購入した小切手で提出。

3-1
語学力向上のために、大学等のコースに参加しました
か。参加した場合、大学（語学学校）名、コース名、料
金、期間等を記入してください。

なし

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　履修登録の方法： オンライン

　その他を選択した場合、記入してください。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。

希望通りの授業が履修できましたか。 はい

希望通りの授業が履修できなかった場合、その理由を
教えてください。

4-2 現在までに履修している授業について記入してくださ
い。 クリックで別シートへ

4-3 一週間のスケジュール(授業時間、課外活動等、毎日
の生活)を記入してください。 クリックで別シートへ

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2
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5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）

現地での生活に慣れるまでの初めの2週間ほどは、生活の準備を整えながら授業を受ける日々だったので結構忙しかったですが、現在は落
ち着いて勉強と自由時間のバランスを保ちながら生活ができています。大学の周りには多くのバスが通っており、スーパーやショッピングモー
ルへのアクセスも良く暮らしやすい環境です。ほとんどの授業では毎週リーディング課題が出され、その量も多く時間がかかるので計画的に
学習を進めることが必須だと感じます。留学コーディネーターの方々はとても温かく、履修が上手く出来なかったことがあった際にも親切に助
けていただけました。月に一、二回金曜日に開催される交換留学生向けのイベントに参加したり、ルームメイト、クラスメイトと出かけたり、クラ
ブに参加する時間は現地の学生と交流が出来てとても楽しいです。寮の費用は高額ですが実際にルームメイトと一緒に過ごすことで、身近
なことから異文化を日々体感できるのが面白いです。NYの街はそのエリアによって特色が全く変わるのが印象的だと思います。マンハッタン
に出るとミッドタウンの辺りではタイムズスクエアがあったり高いビルが並んだりとよく知られた風景が見られますが、南の方に進んでみると
ヨーロッパ調のクラシカルな建物が多く、落ち着いた雰囲気を感じられます。一方で大学のあるクイーンズの地域はエスニック色が強く、私が
住んでいる近くでは中国語が飛び交っているといったように、街を移動するだけでもNYの街の多様性を味わうことが出来ます。そしてここに来
て改めて気づかされたことが、NYに住んでいる人たちの母国、背景は本当に様々であり、それが当たり前のこととして受け入れられていると
いうことです。大学の生徒の話を聞いていてもそれぞれが異なるバックグラウンドを持っていることが分かり、日本にいるとなかなか考える機
会のない人種の多様性を実感しています。これからも積極的にイベントに参加したり、ミュージアムを巡ったり現地の友達と関わりながら、ここ
でしか味わえない多くの体験、発見をしたいと考えています。
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No. コース名 教授名
時間数／
週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履 修 し て
い る 学 生
数

月 火 水 木 金 土 日
8:00 　
9:00 勉強 授業 勉強

10:00 ↓ ↓ ↓ 授業 自由時間 勉強 自由時間
11:00 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
12:00 クラブ ↓ ↓
13:00 ↓ 授業 授業 ↓
14:00 ↓ ↓ 勉強
15:00 勉強 ↓ ↓ ↓
16:00 ↓ ↓
17:00 ↓ 勉強 勉強
18:00 ↓ ↓
19:00 ↓ ↓
20:00
21:00
22:00
23:00

英語1
Design
Foundations

Chat
Travieso

3 時 間 50
分

3

4-2 現在までに履修している授業について記入してください。
予習、復習、テスト等の成
績評価についてアドバイス
も含めて教えてください

Illustratorなどのコン

ピュータソフトを使

い、実際にグラフィッ

クデザインを作る。毎

週授業のテーマに沿っ

た課題が出される。

91

4

Principle of
Sound and
Image

Julian
Cornell

2 時 間 55
分

3 英語 94

3

The
Contemporary
Media

Juan
Monroy

17

2

4-3 一週間のスケジュール　授業時間、課外活動等、毎日の生活を記入してください。

・授業（カリキュラム等）について　クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等
現地学生は講義中に積極的な発言、質問を行っており、対話形式で授業が進んでいく。20人程度の少人数ク
ラスの場合、クラスディスカッションが行われることが多いため、発言する機会を得やすい。

古代から１９世紀にか

けてのヨーロッパを中

心としたファッション

の歴史。3回のテスト

と4回のリーディング

ディスカッションに加

え、最終課題では自分

で設定したテーマに関

するレポートを提出

し、プレゼンを行う。

2 時 間 50
分

3 英語

毎週リーディングが出

され、テストは学期中

に3回行われる。授業

では前半に撮影方法や

編集方法について解説

され、後半には実際に

その技術が用いられて

いる映画のシーンを見

る。

テレビや雑誌などの現

代メディアを毎週テー

マに分けて解説され

る。予習課題として毎

週Web上のクイズに答

える。

Fashon
History
Origins
through the
19th Century

Emily
Ripley

2 時 間 50
分

3 英語 26


