神戸大学国際文化学研究科・国際文化学部
国際人間科学部
部局間協定交換留学（派遣）近況報告書（様式１）

交換留学（派遣）近況報告書

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：特になし
留学先での在籍身分：Exchange Student
留学期間：2019 年 8 月－2020 年 5 月
神戸大学での所属学部・研究科：国際人間科学部グローバル文化学科
学年（出発時）
：3
本報告書記入日：2019 年 11 月 5 日

1. 出発前について
1-1. 交換留学以前に海外留学の経験はありますか。
☑はい
□いいえ
「はい」と答えた方は，留学先及び留学期間についてご記入ください。
＜国名＞
アメリカ合衆国
＜期間＞
1-2. 交換留学プログラムを最初にどのように知りましたか。
□国際教育総合センターの教員
□所属部局の教員
☑以前に参加した先輩
□所属部局の掲示板
□留学フェア
□その他（具体的に）

3 週間

□友人
☑神戸大学のホームページ

1-3. この交換留学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動機を「４つ」選び，１
～４まで順位を付けてください。
（１：最も強い動機）
1 学術的な目的（研究を深める等）
地理的な条件が良い
4 語学力の向上
3 旅行ができる
将来のキャリアのため（就職に役立つ等）
プログラムの時期が良い
家族のバックグラウンドと関係がある
プログラムの期間が良い
2 異文化体験
経費が安い
個人的理由
その他（具体的に）

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。
留学前にニューヨークには一度訪れていたので特に情報集めはしていない。

1-5. VISA について
VISA の種類：J-1
申請先：駐大阪・神戸米国総領事館
必要日数：1 ヶ月ほど
VISA 取得にかかった費用：VISA 申請 $160, SEVIS FEE $180
VISA 申請のために求められた書類：パスポート、残高証明
その他、VISA 申請の際にトラブルはありませんでしたか、注意すべき点があれば記入してください。
面接予約が割と混み合っているので余裕を持って準備をすること
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1-6. 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用
おたふく・麻疹風疹の抗体を持っていることを証明できる血液検査もしくは予防接種の証明
5 千円くらいした気がする。
1-7. その他に必要だった手続き，方法，料金等
1-8. 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。
学研祭の海外付帯

また，現地で加入した保険があれば，ご記入ください。

2. 留学先到着後の手続きについて
2-1. 到着時について
利用航空会社：デルタ工区
利用旅行会社（航空券の手配をした会社）
：Student Universe
到着空港名： John F Kennedy International 空港
空港到着時間：
深夜 1 時頃
到着地からの移動手段：□大学手配の出迎え □知人の出迎え □公共交通機関 バス，鉄道
□タクシー ☑その他（具体的に）
Uber
移動の所要時間・料金：
30
分，
到着地からの移動の際の注意点：
白タクも割といるので声をかけられても無視しよう。地下鉄が発達しているので地下鉄を利用しても良いが、マ
ンハッタンまで行くのなら日中だと地下鉄が混み合うのでキャリーバッグには注意した方が良い。

2-2. 住居について
住居のタイプ：□大学寮 ☑アパート □ホストファミリー □その他（具体的に）
住居（寮，アパート）の名前：特になし
部屋の種類：☑一人部屋 □二人部屋 □その他（具体的に）
ルームメイト：□現地学生 □留学生（出身国：
） □その他（具体的に）
どのように探しましたか。
：□大学の斡旋 ☑自分で探した □その他（具体的に）
大学までの通学時間・手段：
バスで 20 分，
住居の周りの環境はどうですか。
：
クイーンズ地区のレゴパークという居住区に住んでいる。ユダヤ系の人が多く住んでおり、治安は非常に良い。
地下鉄の駅まで歩いて 10 分、バスも多いので大抵の場所には簡単に行ける。近くに巨大アジア系スーパーがあ
るので日本食にはあまり困らない。
毎日の食事はどうしていますか。
：
基本自炊。
住居は渡航前に，または渡航後すぐにみつかりましたか。トラブルはありませんでしたか。
：
出国前から不動産の人と連絡をとっていたので渡航後 2 日で見つかった。
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2-3. 留学生向けオリエンテーションについて
オリエンテーションの有無：☑有り □無し
参加について：☑必須 □任意参加
参加費用：☑無料 □有料（金額：
）
内容について記入してください。
軽い自己紹介。キャンパスライフについて。ニューヨークでの生活で気をつけること。キャンパスツアー（任意）
2-4. その他，渡航してから必要な手続きについて
現地で滞在許可書申請は必要ですか。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。
必要だがオンラインで無料で簡単に申請可能
その他現地でした手続きは？（健康診断，予防接種等）有れば，方法，料金等を記入してください。
とくになし
2-5. 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。
住居に元からあったものなのでプロバイダーはわからない。料金は月＄20。
大学での PC の使用の可否：□使用できた □使用できなかった
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。

3. 語学力向上のためのコースについて
3-1. 語学力の向上のために，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。
参加していない。

4. 大学の授業について
4-1. 履修登録について
履修登録の時期：☑出発前 □到着後
履修登録の方法：☑On-line □International Office 等の仲介 □その他（具体的に）
登録時に留学生として優先・配慮されることはありましたか。
：☑無し □有り
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 □いいえ
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。
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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。
No. コース名

教授名

時間数／ 留学先で 授業での 履修して 予習，復習，テスト等についてアドバイス
週
の単位数 使用言語 いる学生 も含めて教えてください。
数

１

Sociology of Jamie
American
Schulman
Life

75 x 2

3

English

300 人ほ 予習はたまにリーディングがある。
抜き打
ど
ちのクイズがしばしばある。

２

Sociology 101

Seth Shire

75 x 2

3

English

40 人ほど 予習は基本なし。テストはマークシート。

３

Design
Foundation

Chat
Travieso

230 x 1

3

English

25 人ほど 毎週指定されたテーマに沿ってデザイン
を作ってくる。
なかなか創造性が問われる
授業。

４

Fashion,
Emily
Society
& Ripley
Individual

170 x 1

3

English

25 人ほど 基本毎週リーディング＆たまに他の課題。
比較的タフな授業でテストも難しい。
テキ
ストをしっかり読み込むべき。

５
６
5.

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。
月
火
水
木
金
土
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

授業
↓
授業
↓

授業
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

日

授業
↓
↓
↓
↓
↓
遊ぶ

遊ぶ

予習

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。
特に参考したものはない。
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6．経費について
6-1 銀行口座について
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。また、現地で銀行口座を開設し
た人は、銀行名、必要書類などを記入してください。
キャッシュパスポートを作った。
6-2. 留学準備の段階において、かかった高額な費用について、あれば記入してください。
学研祭の海外付帯
6-3. 現在までの費用について、月額の平均を記載してください。
航空運賃：5 万円
住居費（月額）
：＄1420
食費（月額）
：＄400
保険料：
その他：
7. 現在までの感想 自由に記入してください。
最初はニューヨークの摩天楼に翻弄されていたが今では慣れて景色の一部になった。基本的に他の留学生と仲
良くしている。
（もちろん数人現地の友達もいるが）ヨーロッパに留学している人と比べると、クイーンズカレ
ッジは現地の学生と仲良くなる機会が全くといっていいほど仲良くなる機会がない気がする。クラブもあまり
盛んではなく、自分からコミュニティを積極的に探さないといけない気がする。物価も高いのでないとクラブに
頻繁にいく文化もなく、割と淡泊に生活している人が多いのかなあと感じた。ただ、出会いは多い街だとも感じ
る。留学生の友達が、スケボやっているんだったらぜひ紹介したい場所があるんだ、などと言ってくれたり、い
ろんな人が住んでいるのでワクワクする出来事は時たま起こる。そろそろ生活にも慣れてきたのでどんどんコ
ミュティを開拓していこうと思う。
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