
交換留学 2013-14 ✿ 帰国報告書 

SAO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



🌼🌼 目次 🌼🌼 

アジア  
バンドン工科大学（インドネシア）｜工学研究科 M1 ・・・ 02 
高麗大学校（韓国）｜生命農学研究科 M1 ・・・ 08 
カセサート大学（タイ）｜農学部 U3 ・・・ 12 
カセサート大学（タイ）｜農学部 U4 ・・・ 16 
香港中文大学（中国）｜経済学部 U4 ・・・ 20 
復旦大学（中国）｜法学部 U3 ・・・ 26 
復旦大学（中国）｜生命農学研究科 M1 ・・・ 30 
北京大学（中国）｜多元数理科学研究科 M1 ・・・ 34 
ビルケント大学（トルコ）｜文学部 U3 ・・・ 38 
 
ヨーロッパ 

 

ウォリック大学（イギリス）｜理学研究科 M1 ・・・ 44 
ウォリック大学（イギリス）｜工学部 U3 ・・・50 
シェフィールド大学（イギリス）｜工学研究科 M1 ・・・ 54 
シェフィールド大学（イギリス）｜環境学研究科 M2 ・・・ 58 
ウプサラ大学（スウェーデン）｜法学部 U4 ・・・ 62 
バルセロナ大学（スペイン）｜法学部 U4 ・・・ 68 
リヨン第三大学（フランス）｜環境学研究科 M2 ・・・ 72 
 
北米 

 

イリノイ大学アーバナシャンペーン校（USA）工学部 U4 ・・・ 78 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校（USA）｜工学部 U2 ・・・ 82 
ケンタッキー大学（USA）｜経済学部 U3 ・・・ 86 
ケンタッキー大学（USA）｜法学部 U3 ・・・ 92 
セントオラフ大学（USA）｜文学部 U4 ・・・ 96 
ニューヨーク大学（USA）｜理学研究科 M1 ・・・104 
ノースカロナイナ大学（USA）｜工学部 U2 ・・・110 
南イリノイ大学カーボンデール校（USA）｜農学部 U3 ・・・114 
南イリノイ大学カーボンデール校（USA）｜農学部 U3 ・・・118 
ミネソタ大学（USA）｜工学研究科 M2 ・・・124 
ミネソタ大学（USA）｜情報文化研究科 U4 ・・・128 
トロント大学（カナダ）｜情報文化学部 U3 ・・・132 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア 

ア
ジ
ア 

1



 
交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜工学研究科マイクロナノシステム専攻・M1 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 バンドン工科大学 

留学先国 インドネシア 

留学期間 約 10ヶ月 （修士課程前期 1年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 20日 － 2014年 6月 31日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

最初はなんとなく留学したいなと思って留学のプログラムを探しているうちに交換留学プ
ログラムというのがあるのを知りました．そして，そのプログラムに興味を持ち応募しま
した． 
また，インドネシアという国を選んだ理由は，応募のときはあれこれ考えたのですが，正
直なところ，なんとなく人と違うところで勉強してみたかったからです． 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

まずきっかけは，３年生の終わりくらいに自分の大学生活を振り返ったときに，自分がひ
どくつまらない人間に感じ，いったい何をしてきたのだろうかと考えるようになりました．
留学がその疑問に対する答えになるかは分からなかったけれど，何もしないでこのまま過
ごしているよりは，とりあえず留学に行ってみようと考え応募を決めました． 
なので，具体的にどの国で何を勉強したいという目標があったというより，とりあえず何
かしてみようと思ったのが留学を志したきっかけです． 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

5ヶ月前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
応募前は２回くらいだったと思います． 
TOEFLの勉強方法などのアドバイスをたくさんもらえたので助かりました． 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

４回くらい受けたと思います． 
私の場合は応募をする年と大学院の院試験の年が同じだったので，なかなか TOEFLの勉強
に集中できずに点が十分に取れず応募する形になってしまいました．なので，もっと早く
準備を始めていれば良かったと思っています．点数も奨学金の選考に関わってくると思う
し，受験料もものすごく高額なので，時間があるうちに，早め早めに準備していくことが
大事だと思います． 
 

 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
日本から出国する前に，自分の担当教員が決まったら，しつこいくらいにどの授業をとる
かどの授業が英語で受けられるかしっかり確認してから行ったほうがいいと思います．私
の場合，その辺がよくわからず現地に着き，かなり大変な思いをしました． 
あと，ネット上で履修登録等ができなかったり，成績証明書もシラバスも先生にお願いし
て作成してもらわないといけなかったので，正直かなり面倒くさかったです． 
  

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
MS5001 Engineering Analysis 
EL5114 Biomedical Engineering and Lab Works 
MS5064 Rapid Prototyping 
MS6069 TRIZ(Creativity and innovation) 
EL6010 Biomedical Instrumentation 
Language course Bahasa Indonesia 
 
授業はだいたい週に 2~3回の 2~3時間程度でした． 
1学期ではだいたい 4つくらい授業を取るのが普通みたいでした． 
授業形態は日本とそんなに変わりないと思います． 
履修登録はまず時間割表の中から取りたい授業を探し，その授業の先生に参加できるか，
英語で開講してもらえるか確認しにいったりしなければいけなかったので，かなり面倒で
した． 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

文系の人とはまた勉強の仕方は違うと思いますが，私の場合は学部のときに学んだことの
応用の授業が多かったので，日本での勉強の仕方と特に違いはありませんでした． 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

特になかったです．困ったのは，たまに授業が急にキャンセルになったり，先生が来なか
ったりといったことがあったくらいです． 
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Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

大学はのんびりした雰囲気で，たくさんの学生がいろいろな活動をしていて，いつもたく
さんの学生であふれています．現地の学生もみなフレンドリーで，キャンパスを歩いてい
ると知らない人でもたまに話しかけたりしてくる人もいます． 
ただ大きいので歩くのが大変です． 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学内のネットは結構早いと思います．たまにつながらないときもありますが． 
施設はそんなに不便でもないし便利でもないかなと思います． 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

現地の学生はとてもフレンドリーなので，自然と友達も出来ました．学生との交流は，そ
の知り合った友達の友達，そしてまたその友達という形で友達を増やしていきました． 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

長期休暇はひたすら旅行，旅行，旅行です．インドネシア留学の醍醐味はここにあると思い
ます． 
長期休暇以外は，夜は友達とご飯に行ったり，バーに行ったりして過ごしました．物価も安
いので，毎日違うところでいろいろなものを食べたりするのも楽しみのひとつでした． 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

よく聞く話だと思いますが，来た最初の頃はよくおなかを壊しました．でも，何回かこな
すうちに，自然と壊さないようになりました． 
来る前は，インドネシアは汚いというイメージで来るのが嫌だったのですが，（実際にそん
な綺麗ではないのですが）気づいたら，それにも慣れました．なので，衛生面はそんなに
心配しなくても大丈夫だと思います． 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

病院へは結局一度も行かなかったです． 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ■留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ■はい（種類：A,B型肝炎，日本脳炎…etc） 

☐いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ■寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １～２ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
短パンとか履くのは失礼なのかと思っていましたが，意外と現地の人はあまり人の格好は，
場をわきまえれば気にしてないみたいです（例，キャンパス内ではサンダル，短パンの着
用は禁止，キャンパス外は可）．でも，女の人でミニスカートとか短パンを履いて過ごすこ
とはあまりおすすめしないです． 
自分がされて嫌なことをしなければ，対人関係はとくに気にすることはないと思います．
性格も日本人に近いところもあると思うので，みな親切です． 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

水に溶けるティッシュ（これがあればどこもできる），胃腸薬，日焼け止め，変換プラグ，
日本酒，梅酒． 
これ以外は，だいたいインドネシアのが安く買えるので，日本で新しく購入するなら現地
で購入するほうがいいと思います． 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方 ダイヤモンド社 
インドネシアのバンドン在住の方のホームページ 
http://masamukamaga.blogspot.com/2012/04/blog-post.html 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

物価が安いからといって，買い過ぎることに注意することくらいですかね． 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐はい  （奨学金名：   支給額：   円） 
■いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 5~7万円くらい 食費 一食 100~200円 
保険代 ２５万くらい？ 住居費（寮費） 1万円くらい 
予防接種・ビザ代 ３～4万円くらい 教科書代 ない 

＊ひと月で，旅行費抜きで，贅沢しても住居費を含め日本円で４万円以下くらいだと思います． 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
■就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
留学の前後での気持ちの変化は，将来は異なる国の人と関わりながらできる仕事がしたい
とより強く思うようになったことだと思います． 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
特にしてないです． 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

終えて率直に思うことは，楽しかったです．勉強面では悔やまれることはたくさんありま
すが，ありきたりですが，たくさんの国の人と交流でき，友達になれたのはとてもいい経
験でした． 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

人間としてはそんな大きく変わったとは思いませんが，外国の人の心をどう掴むか，その
人たちからどう笑いを取るかとか，そういった能力はついたと思います．あと，いろいろ
なパーティーに参加したことで，知らない人がたくさんいるところでも，あまり億劫にな
らなくなったところは自分でも成長したなと思います． 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学に行く理由，場所はどれでもいいと思います．もちろんアメリカやヨーロッパのが英
語は上手にはなせるようになると思います．だけど，インドネシアでも，もちろん他のア
ジアの国でも英語の勉強はできるし，留学で一番大事なことは，どれだけの人と出会って
友達になるか，交流できるかにあると思います．その点で，たくさんフレンドリーな人が
いる，インドネシアに留学することも有意義な留学になると思います．そして，インドネ
シアでも欧米やアフリカ，アジア，南米といった様々な国からの留学生もたくさんいます．
また，彼らはアジアに学びにきているので，少なくともアジアの人に興味を持って来てい
ます．なので，欧米の国に留学したことがないので比較は出来ないですが，インドネシア
でいろいろな国の友達を作るのは欧米のそれに比べ，ハードルは高くないと思います．も
し，どこに留学したいかまだ決まっていないなら，是非インドネシアも考えてみてくださ
い．この私の体験記を読んでインドネシア留学に少しでも興味を持ってくれるひとがいた
ら嬉しいです． 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜生命農学研究科修士 2年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 高麗大学校 

留学先国 韓国 

留学期間 約１０ヶ月 （修士１年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 24日 － 2014年 6月 22日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 
元々韓国に興味がありました。さらに高麗大学校では英語で開講する授業が多く、世界中か
ら多くの留学生が集まっているためプログラムもしっかりしており、交換留学に適している
と考えたため。 
 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

高麗大学校には以前から友達がおり、話を聞き興味をもったのがきっかけでした。 
 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

香港 3年 中国語の学習 1ヶ月 

韓国 4年 韓国語の学習 1ヶ月 

台湾 修士 1年 台湾文化・中国語の学習 1ヶ月 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2012年の秋ごろ 
 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくださ
い（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
海外留学室が実施する留学説明会や、留学の扉のイベントが非常に参考になりました。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 
英語は学部生の頃からトイックを受けたりして勉強しました。韓国語は韓国人の友人に手伝
ってもらい勉強しました。 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
高麗大学での授業は少し難しいのが多いので日々の予習復習が欠かせません。 
 
 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
細胞学 韓国語 ビジネス英語 サッカー  
 
 

②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 
予習と復習をがんばりました。 
 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
語学面でやはり大変だったので友人に助けてもらいました。 
 
 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 
高麗大学校は学生の愛校心が強いです。民族高大のスローガンがあるのですが、韓国人によ
り作られた初の大学なので民族意識も非常に強いのが由来だそうです。早慶戦に相当する高
延戦のときはすごく盛り上がります。ソウルの中心から少し離れており、安いお店が多いで
す。学生街には居酒屋が殆どです。 
 

②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 
寮や大学でWIFIを使ってました。無料なので助かりましたが、たまに速度が遅かったです。 
 
 

③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
積極的にイベントに参加したり、寮の友達と一緒に料理をしたり、サッカーを見たりしまし
た。 
 
 

④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
韓国ではビリヤードが人気なので、特に冬はずっとしてました。長期休暇には東南アジアを
20日ほどバックパックで旅行しました。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 
特にないです。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
PM2.5 がソウルは日本よりひどく、のどが痛くなったので中央広場地下の健康センターに行
きました。数百円で診察から薬まで出してくれました。やさしいおじいさんが見てくれます。 
 

③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ■個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 
■いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 
形態 ■寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （３）人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
政治・歴史問題は話さない方がいいでしょう。 
 
 

③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 
特にないです。韓国で何でも買えます。 
 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
コネスコ http://www.konest.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
■はい  （奨学金名：  KU International Scholarship 支給額：10万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 2万円 食費 ４0万円 
保険代 10万円 住居費（寮費） 1８万円 
予防接種・ビザ代 ０円 教科書代 1万円 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
■就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
グローバルに活躍できる仕事につきたくなりました。また今後も韓国でできた友人を大切に
し、日韓友好の架け橋になりたいです。 
 

③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
 
 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 
多くの友人や家族に支えられ、実りある留学ができたので感謝の気持ちでいっぱいです。 
 
 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
日本を客観的に見れるようになりました。 
 
 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
留学自体は誰でもできます。そこで、留学するなら自身の目標を明確にすることで、より実
りある留学になると思います。 
 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜農学部 3年 
卒業予定｜2016年 4月 

 

留学先大学 カセサート大学 

留学先国 タイ王国 

留学期間 約 10ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 15日 － 2014年 5月 26日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

名大で農学を勉強しているうちに東南アジアの農学に興味を持ち、大きな農学部があるこ
とで有名なタイにあるカセサート大学に留学したいと思ったからです。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

二年生の夏休みにいろいろな国籍の人と一緒にリゾートバイトをし、そこで英語力、コミ
ュニケーション力を高めたいと思ったからです。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

マレーシア １年 観光 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

２か月前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
もともと行きたい大学が決まっていたのでそこへ留学するために必要なことなどを教えて
もらいました。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

Toefl ２回 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
01001211 paradigm in agriculture extension 
01009112 soil science 
01013231 principals of tropical agronomy 
01013331 tropic field crop produc for food, feed and fuel 
01005449 tropical greenhouse management 
01013341 tropical soil resources 
１科目３時間 
履修方法：学部のスタッフがいる部屋で手書きで履修登録 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

授業の科目が名大でとっていたのと同じような内容でも生徒の考え方の違いによって、違
う視点から考えることができ、それが興味深かったのでそこに注目して授業を受けていま
した。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

タイ人の先生がたまに授業内でタイ語で説明することがあり、困りました。わからないと
いえば英語でも説明してくれました。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

大学の敷地面積がとても広く、大学内をバイクタクシーや無料のバスで移動していました。
コンビニや食堂などがたくさんあり、休憩中などはよく友達とジュースなどを買いに行き
ました。ゆったりと時間が流れます。焦ったり、いらいらしたら負けです。マイペンライ
（it’s ok. No problem.）精神で過ごしましょう。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ネットは大雨がふると使えなくなったり遅くなったりしました。朝や夕方は渋滞がひどく、
思うように動けない時があります。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

初対面の時からタイ人はすごく親切に接してくれて、最初から友達になれます。食堂で一
緒にご飯を食べたりして、交流を深めていきました。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は学校内にあるジムに行っていました。休日は観光や旅行をしていました。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

生ものは極力避ける。水道水は飲まない。飲料水や休憩をこまめにとる（暑いので）。 
などをしていました。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

一度食中毒にかかり一日入院しました。AIU の保険にはいっていたので手続きもお金もサ
イン一つで済みました。友達も付き添ってくれて本当に心強かったです。ただ意識が朦朧
としている中で看護士さんとの英語での会話がきつかったです。正直どんな手続きをした
のか記憶にありません。 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☒アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （１）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
デモやクーデターの時期と重なっていたので、学校や政府が出す情報に気を使っていまし
た。夜間外出禁止令などがでているときはそれに従い、安全面をいつも考え行動していま
した。 
対人関係はいつも笑顔でいることが大切です。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

よいもの：薬、観光のガイドブック、パソコン 
いらないもの：生活用品はなんでも安く現地で手に入ります。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方バンコク・タイ、外務省ｈｐ 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

タイは食費などの生活費が安いです。ただ島などの観光地は高いので普段は普通の生活を
して出費を抑え、旅行に行ったときに心置きなく使うといいです。普通の生活をしてれば
すごく安く済みます。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO支給額：70000円/月） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 30000円 食費 150円/一回 
  住居費（寮費） 20000円/月 
  教科書代 0 

 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
今後は大学院に進学したいと思っています。どこの大学院にいくかなどは、考え中です。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
 

 
I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

あっという間でした。タイは独特の文化を持っているので、一つの道を歩くだけでもたく
さん印象に残ることがあり、書ききれません。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

人とかかわることの大変さとおもしろさをより深く感じました。物事を広く考えることが
できるようになったと思います。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

行きたい留学先、したいことはいろいろとあると思います。たくさん考えて悩んだうえで
自分で決めたことは後悔しません。やりたいならやる、本当にやりたいと思ってることに
は勝手に手が動くはずです。自分にあった自分のスタイルを見つけていくことが重要だと
思います。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜農学部応用生命化学科 4年 
卒業予定｜2015年３月 

 

留学先大学 カセサート大学 

留学先国 タイ 

留学期間 約 10ヶ月 （４年次に留学） 

留学開始－終了 201３年 ８月 15日 － 2014年 ６月 24日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

農学部希望であるため農学部がある大学を探しそこから、より実践的な授業または融通がと
ても利きそうなタイにした。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

もともと留学をしてみたいと思っており、友人がいろいろなことにチャレンジするところ ni 
触発され留学に踏み込んだ。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

アメリカ 小学生 父の仕事の都合で 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2か月前に TOEFLの勉強を始めた。そして結果が応募締切 2日前に出たので提出。その後 2
次募集で留学が決まった。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
相談回数 5 回ほど。留学志望書が文章が稚拙でまた留学理由もはっきりしていなかったた
めどうやって文章を構成するかや、自分のまとめた考えを聴いてもらったりしていた。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLの勉強本、 TOEFL１回 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位の取得は比較的簡単でした。基本的な英語ができれば試験は選択問題も多かったのでか
なり点数が期待できると思います。２０１４年度からカセサートが全体的にインターナショ
ナルコースと同じような時間軸で動くようになったため、指導教官に頼めばタイ語での何か
しらの授業を受けようかと思えば受けれるようになるかと思います。また、頼めばインター
ンシップやほかの課外研究等していただけます。 
 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
インターナショナルコースの授業 
Agricultural extentsion 
Tropical field crop 
Agronomy  
など他計 8コマ 
すべて講義形式です。 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

ノートをまめにとっていました。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

タイ語では苦労しました。タイ語の授業を頼んだら数回開いてくれましたが、内容はあまり
役に立つようなものではありませんでした。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

大学は比較的自由な校風で先輩後輩がとても仲良いです。ですが、タイの大学は上下関係を
比較的重視しています。日本同様派手な子から地味な子までいます。みんな親が過保護で女
の子とかはお酒を飲まないことが多いです。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学内には学生であれば使える無料の wifi があります。図書館は試験前になると２４時間空
いています。周辺は学生のアパートも多く、安い食堂やスーパー等が充実しています。 
携帯は日本からもっていって、現地で wifiルーターを買って利用していました。 
シムフリー携帯を持っている人は現地でシムを買えばいいと思います。 
大学内のジムもある時間帯は無料だったのでよく利用していました。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

クラスの友人に何度も質問したり、一緒に遊びに行ったりと積極的に遊んでいきました。 
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④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
ムエタイ道場に通っていました。また、長期休暇は海や山にいきアクティブに活動しました。 
 

 
Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

私はおなかが弱くはなかったのであまり注意していたことはありませんが、 
生野菜は食べないようにしていました。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

バンコクの中心部にある私立病院のバムルンラードにはちょくちょくお世話になっていまし
た。風邪などではなく虫刺されや、足の捻挫等いろいろ怪我をしていたのでそれでお世話に
なりました。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ■個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ■はい（種類：３種類） 

☐いいえ 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ■アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （  １）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
言わないと損することが多かったのでなるべくいろいろ意見を言うようにしていました。 
タイ人の大学生は英語が話せる人もいますがあまりしゃべれない人のほうが多いのでコミュ
ニケーションがあまりとれないことがありました。 
年上を敬う習慣があります。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

タイ人は日本の抹茶のキットカットが大好きなのでお土産としていいと思います。 
日本食が比較的手に入りやすいので持っていく必要はないです。 
現地は物価が安いのでなんでも安く手に入ります。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

大学の HP、ガイドブック等、タイ大使館の webサイト 
 

 
 
 
 
 

18



 
Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

どれだけ贅沢しても月７万あればアパート費もふくめ生活することができます。 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
■はい  （奨学金名：JASSO奨学金 支給額：７万 円）  ☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ８万 食費 月１万５千 
保険代 １２万 住居費（寮費） 月２万円 
予防接種・ビザ代 ４万 教科書代 なし 

 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 
■進学  ☐就職  ☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
進路：大学院に行くつもりです。研究内容をがらりと今までのバイオ系から農業系へとシフ
トさせたいと思ったので、ほかの大学院も受けるつもりです。 
とりあえず行動しようという考えが強くなりました。とりあえず動いてみてダメだったらそ
れでいいやという考えになったためいろんなことを始める勇気が付きました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
なし 

 
I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

やりたいことが 10できたかといえばおそらく 5ぐらいしかできていないかもしれませんが、
当初の目的とは違ういろいろなことが 5 もできました。それはそれでよい経験だったと思い
ます。 留学生活がとても充実していたので正直日本に帰りたくはありませんでした。 
タイ人は思ったことをずけずけ言いますし、また遠慮というものがなかったりと、気を遣い
すぎる日本人にはイライラしてしまうことがありますが、みんな人懐っこくて、自撮りが大
好きで、いらないおせっかいをかいてくれるところがとても魅力的です。だからタイに留学
してタイ人と友達になれて私はとても良かったなと思います。 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
物事を考えるときに何事も他人本位で考えてしまうことがあったのですが、自分を見つめな
おす機会を得たことで自分のなかの譲れない要素というものが分かりました。また、いろい
ろな物事との関係もまじめにとらえすぎていましたが、力を抜いてとらえられるようになり
ました。 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
日本に帰ってきてほんとに実感するのですが留学中の生活は夢のようだったなと思います。
違う環境、異なる人々。どんな要素も自分に合わないとして拒絶してしまえばそれまでです。
どんな人、どんなことからも貪欲にいろいろと吸収していってください。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜経済学部 4年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 香港中文大学 

留学先国 香港 

留学期間 約 9ヶ月 （4年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 26日 － 2014年 5月 25日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

第二言語で中国語を履修していたこともあり、中国に対して興味があったため、また、
香港は物流や金融の中心であり、世界中から人やモノやお金が集まるという点にも魅力を
感じたため。 
志望大学は TOEFLの点数と相談して決定しました。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

留学することが、かっこいいと感じたため。留学した人たちがかっこよく見えたため。 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

ヨーロッパ ４年夏 旅行、２週間 

ベトナム・カンボジア ４年春 旅行、１週間 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

入学後すぐに留学説明会へ行きましたが、実際に具体的な情報を集めたり、TOEFLの勉
強を始めたのは２年生の夏頃です。 

 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
留学希望願を提出する前に２～３回個別相談を利用しました。主に志望大学の決定に関

しての相談をしました。自分の考えに無い視点から様々なアドバイスをして頂き、志望大
学を決定するに当たっての選択肢が広がりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

20



B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

英語に関しては、TOEFLは合計４回受験しました。留学前には特に語学対策をしていま
せんでした。そのため、留学直後は特にリスニングで苦労しました。 
広東語に関しては、全く話せなくても問題ありません。留学を終えた今でも全くと言っ

ていいほど話せません。ただ、広東語であいさつなどすると現地の人との距離がぐっと近
くなるので、簡単な挨拶程度は覚えていくと良いかもしれません。 

 
 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

学部４年時に留学したため、卒業に必要な単位はほぼ取り終えてからの留学となりまし
た。 
授業によっては名大の単位との互換が難しいものもあると思うので、留学前にできるだけ
多くの単位を取得しておくことをオススメします。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
前期は中国語の授業を２コマと経済学の授業を、後期は中国語と経済学、ビジネス、そ

して中国文化に関する人文学系の授業を履修しました。 
Exchange student が一学期で履修できるのは最大 18 単位と決まっており、授業数で

はだいたい６コマまでです。 
授業の形態としては、105 分間の lecture と 45 分間の tutorial が週に一回ずつのもの

が大半を占めています。しかし、稀に lectureのみの授業もありました。この形態は、1000
番台の basicな授業に比較的多かったように思われます。 
履修登録は myCUHK というポータルサイトで行います。学期の初めに２週間ほど add 

and drop periodがあり、そこで授業の変更ができます。人気のある授業はすぐに埋まっ
てしまうことがありますが、どうしても受けたいのであれば、担当教員に exchange 
student であるため、今学期しか受ける機会が無い旨を伝えれば、大抵の場合は認めても
らえます。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

 寝ないこと。 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
留学当初は英語が全く聞き取れず、授業の指示内容も理解できないことが多々ありまし

たが、その度に周りの学生に訪ねて解決していました。何か分からないことがあったとき
は、臆せず周りに頼れば良いと思います。香港の学生も留学生もみな親切に対応してくれ
ますし、それをきっかけに友人になることも多々あります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

21



Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

一つの山がまるごと大学になっているため、キャンパスの敷地はとても広く坂が多いで
す。そのため、大学内の移動では大学内を走るスクールバスを利用します。路線が複数存
在するので、慣れるまでは大変かもしれません。学生寮は全てキャンパス内にあり、その
他にカフェ、バー、スーパー、本屋、銀行、床屋などが全てキャンパス内にあるので、生活
のほとんどがキャンパス内で完結してしまいます。そして、キャンパスが広大であるため、
どこの寮に住むかによって、利便性が大きく異なります。僕が住んでいた International 
houseは駅から最も遠い寮の一つであったため、駅からスクールバスで 10～15分、徒歩
では 30分以上掛かっていました。 
 香港中文大学の校風は自由で、多くの学生がキャンパス内の寮で共同生活を送っている
こともあり、学生同士の仲がとても良く、学生主催のイベントが頻繁に行われています。
また、勉強熱心な学生も多く、図書館ではいつも多くの学生が夜遅くまで勉強をしていま
す。学生のレベルはかなり高いと感じました。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学内では CUHK WIFIが飛んでいます。また、香港の大学生が利用できる Universities 
WIFIというものがあり、それを利用すれば大学内だけでなく、駅などでもネットを使用す
ることができます。 

University Libraryにある learning garden という自主学習スペースが 24 時間開いて
おり、パソコンやプリンターも使用することができます。テスト前などは夜遅くまで多く
の学生で混雑しています。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

学期が始まってすぐに、大学の Japanese Society（日本が好き、又は日本に興味がある
学生が集うサークルの様なもの）の歓迎会があり、まずはそこに参加して現地の学生と友
達になりました。その後は、授業や寮、所属する college のイベント等で交流を深めまし
た。また、collegeのサッカーチームにも所属していました。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

香港からは東南アジアの国々へのアクセスが良く、安く行くことができるので、長期休
暇中は東南アジアや中国国内を旅行しました。中には、月曜日と金曜日に授業を入れずに
４連休にして、ほぼ毎週のように旅行に行っていた留学生もいました。 
授業後は、友人とサッカーをしたり、ジムへ行って体を動かしたりしていました。ジムは

各寮にあります。また、United college の図書館で映画の DVD を借りることができたの
で、映画もよく見ていました。週末には留学生の友人たちと Central の bar などに行って
お酒を飲むこともよくありました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

 香港の水道水は WHO が定める飲料水としての水質基準を満たしているので、一応飲む
ことはできますが、場所によっては衛生環境が良くないところもあるので、あまりおすす
めはしません。飲料水はミネラルウォーターを買うか、各寮にウォータークーラーが設置
されているので、それを飲むことをおすすめします。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

 体調を崩すことはありませんでしたが、一度歯の詰め物が取れてしまい、歯科医院へ行
きました。当初、大学のメディカルセンターに行きましたが、一か月先まで予約が一杯だ
ったため、やむなく学外の歯科医院へ行くことになり、取れた詰め物を詰めなおすだけで
6000円以上かかってしまいました。 
 万が一体調を崩してしまった場合は、大学のメディカルセンターにて無料で診察を受け
ることができます。ただ、前述のように歯科に関しては常に予約が一杯なので注意が必要
です。また、香港の街中には日本語対応可の病院が数多くあります。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ２ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
香港の学生は比較的夜遅くまで活動する人が多いように感じます。ルームメイトと生活の
リズムが合わないと少し辛いかもしれません。その場合は、学期の始めに別の部屋への移
動申請をすることができます。 
夏場は湿気がとても多く、油断していたら一度服にカビが生えてしまったことがありま
す。夏はとても暑いですが、建物の中では冷房が過度に効いているので、体温調節に気を
つけて下さい。そして、日本ほどではありませんが、香港の冬は意外と寒く、特に夜は冷
え込みます。寮には暖房が無いので気を付けて下さい。 
野菜は意識して摂らないと不足しがちになると思います。あと、香港の料理は油っこいも
のが多いので気をつけて下さい。 
治安はかなり良いほうだと思います。夜遅くまで出歩いても安全です。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

前述したように湿度が高いので、湿気取りを多めに持参すると良いと思います。香港で
も簡単に入手できますが、日本よりも少し割高であるように感じます。 
前述したように、香港の冬は意外と寒いので、冬用のコートを一着は持参することをオ

ススメします。 
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④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
地球の歩き方 
香港在住の日本人の方のブログ（日本人の口に合うおいしいレストランや日本語対応可の
病院の情報など） 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

 食事は基本的に大学内の学食で摂ることになると思います。学食は安いですが、基本的
に香港の物価は日本とほとんど変わらないので、学外のレストラン等で食事をすると、そ
れなりにお金がかかります。 

 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO 支給額：70,000円×9か月） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ４～５万円 食費 ３～４万円/月 
保険代  住居費（寮費） 約 6万円/半期 
ビザ代  教科書代 約１万円/半期 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
色々なことに挑戦してみようという気持ちになった。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
留学中に就職活動は行っていません。 
これからスタートします。 
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I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学をして良かった。この一言に尽きると思います。もちろん楽しいことばかりではあ
りませんでしたが、困難なことも含めて本当に色々なことを経験することができ、様々な
人々と出会うことができたことは、この上なく価値のあるものであると思います。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

海外で暮らすことに対する抵抗が無くなり、外国人の友人が多くできたことで、外国人
を特別な目で見ることが無くなりました。しかし、同時に自分が日本人であるということ
を強く意識するようにもなり、日本に対する興味、関心が強くなりました。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学に行ってマイナスになることは絶対にありません。僕の場合は、留学に向けて動き
始めるのが遅かったので、結果的に学部４年次での留学となってしまいました。しかし、
このタイミングで留学をしたことに対する後悔は全くありません。留学する時期は、早い
に越したことはありませんが、同様に遅すぎるということもないと思います。今後は、就
職活動の開始時期も後ろ倒しされ、より留学に行きやすい環境になるはず。この機会を利
用して、ぜひチャレンジしてみて下さい。 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 7月 

所属＆学年｜法学部 4年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 復旦大学 

留学先国 中国 

留学期間 約 10ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 ９月 １日 － 2014年 7月 8日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

第二外国語が中国語で 1年生の時に 2週間大学のプログラムで上海の大学に語学研修に行
った際に良い印象が残っており、留学に行くならまた上海に行きたいと思っていました。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

元々大学に入ったころから漠然と留学をしたいという気持ちを抱いていました。というの
も、自分の知らない世界で、一人でどこまでやれるのか知りたいという気持ちがあったか
らです。さらに進路について考える中で、その思いが強まりました。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

中国・上海 1年 語学研修、2週間 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

3か月ほど前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
5回ほど利用しました。大学の決定はもちろん、相談する中で自分の志望理由をよりはっき
りとさせることができました。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

HSK・中国語検定向けの勉強や、中国人の友達を作り、会話の練習なども行いました。 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位互換はしないです 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
履修したものはすべて語学の授業です。 
听力，口语，精读，泛读，写作 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

 
 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

留学生が多いです。自分が想像していたよりも日本人留学生が多かった気がします。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ネット面で不自由はしなかったです。大学構内やカフェ等には無料の Wi-Fi があり、自分
の部屋でもインターネットを購入してWi-Fiを使っていました。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

中日交流会があれば積極的に参加し、友達を増やしました。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

長期休暇は旅行に行ったりし、授業後は遊んだり友達とカフェで勉強していました 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

小さな料理屋には入らない、露店のお店では買わないようにし、飲み水には特に注意して
いました。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

なし 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☒キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ２ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
上海は基本的に安全で、危険を感じることはありませんでした。ただ、車の運転が非常に
荒く、道を渡るときには細心の注意が必要です。さらにスリが多いです。私も一度かばん
を開けられました(開けられたところで気付いたので何も取られてはいませんが…) 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

インスタントの味噌汁や麺類を大量に持っていきましたが、大抵のものは向こうで手に入
ったので必要なかったかなと思います。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

 
 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO留学生奨学金   支給額：60000円/月） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費  食費  
保険代  住居費（寮費）  
予防接種・ビザ代  教科書代  
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
以前は地方公務員など地元に残ることのできる業種を考えていましたが、その選択肢はな
くなりました。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

語学力の問題で、当初自分が目標としていたように法学部の授業を履修することができな
かった点は非常に残念な気持ちが残っています。しかし、多くの人と出会い、たくさんの
考えに触れられたことで学んだことは多く、“卒業が延びても留学“という選択をしてよか
ったと心から思っています。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

以前よりも、日中関係の一連の問題について詳しく学びたいという気持ちが強くなりまし
た。個人レベルで付き合うとこんなに仲良くなれるのに、なぜ政府レベルになるとここま
でうまく付き合っていけないのか不思議に思っています。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜２０１４年７月 

所属＆学年｜生命農学研究科 修士２年 
卒業予定｜２０１５年３月 

 

留学先大学 復旦大学 

留学先国 中国 

留学期間 約１０ヶ月 （修士１年次に留学） 

留学開始－終了 ２０１３年 ９月１日 － ２０１４年７月５日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 
研究室の同期に中国人留学生がいたことで、中国に興味を持ち始めた。また、学部時代に専
門として学んでいた環境問題を中国でも学びたいと思ったため。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

海外に住んでみたいという思いと、外国から客観的に日本という国をみてみたかった。 
 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 
半年前 
 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくださ
い（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
５，６回相談した。相談することで、自分の考えも明確になるし、不安も解消される。 
 
 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

HSK二回 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
留学先大学の所属学部が指定した科目にそって履修した。 
 
 

②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 
外国人に負けないように積極的に発言するようにした。 
 
 

③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
分からないことがあったら、友達に聞いたり、中国人にきくなどして解決した。 
 
 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 
中国人はとてもまじめだった。留学生はいろんな人がいて面白い。 
 
 

②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 
Wi-Fiが割とどこでもあるので、困ることは少ない。 
 
 

③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
交流会に参加して友達をつくったり、友達に友達を紹介してもらうなどして、交友関係を広
くするように心がけた。 
 

④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
授業後は、友達とスポーツしたり運動したりした。長期休暇は旅行に行った。 
 
 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 
留学した当初はお腹を壊さないように、食べるものは気を付けた。だんだん慣れるので、後
半は割となんでも大丈夫だった。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
なし 
 
 

③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ■キャンパス保険と個人の保険の二重加入 
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④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 
■いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 
形態 ■寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
とくにありません。 
 
 

③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 
なんでもそろうので特に準備するものはないが、風邪薬などは日本のものが日本人の身体に
合うと思う。 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
ありません。 
 
 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 
一カ月ごとで支出を制限すると管理しやすいと思う。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐はい  （奨学金名：   支給額：   円） 
■いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 １０万 食費 １０万 
保険代 １０万 住居費（寮費） ２５万 
予防接種・ビザ代 ３万 教科書代 ５万 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32



H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
■就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
就職して中国と関われたら良いと思う。 
 
 

③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
６月下旬に SPIを受験するために帰国した。 
 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 
行く前は不安なことがあったけど、行けば何とかなるし大変貴重な経験ができたと思う。 
 
 

②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 
中国へ行ったことで、細かいトラブルに動じなくなった。 
 
 

③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
迷っているなら行くべきだと思う。留学するチャンスは限られているし、日本では味わえな
いような面白い経験ができる。 
 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 7月 

所属＆学年｜多元数理科学研究科 多元数理科学専攻 M2 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 北京大学 

留学先国 中国 

留学期間 約１１ヶ月 （M1年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 ８月 ３０日 － 2014年 ７月 ３０日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

友達や旅行、短期留学をきっかけに中国が好きになったからです。また北京大学は中国の
１，２位を争う名門校で、かつ学びたい応用数学の授業が豊富だったからです。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

社会人になってからでは、なかなか海外で生活をしたり学んだりする機会が少なく、若い
うちにいろいろと経験したいと考えました。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

モナシュ大学（オーストラリア） ３ 語学留学、１か月 

南京大学（中国） ３ 語学留学、１か月 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

半年前。南京大学に語学留学した後に、長期で中国に留学することを決めました。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
目標が明確だったので、利用しませんでした。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

HSK４級と５級を１回ずつ受けました。 
  
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

学部や研究科によりますが、北京大学の単位所得は名古屋大学とは比べ物にならないほど
難しいので、単位互換は期待しない方がいいかもしれません。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
高级汉语精读、９０時間、小人数での授業、リーディング 
高 级汉语口语、９０時間、小人数で 
高 级写作、６０時間、中規模教室での授業、ライティング 

文化讲座、３０時間、中規模教室での授業、文化講座 
运筹学、６０時間、中規模教室での授業、オペレーションリサーチ 
数学模型、４５時間、大教室での授業、数学モデル 
概率论、４５時間、大教室での授業、確率論 
履修方法はすべて指定の用紙に記入して申請します。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

毎回課題が大量に出るので、地道に取り組みつつ、効率の良い方法を常に考えていました。
結局一番は授業をしっかり聞くということにたどり着きました。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

授業のレベルが高く、またクラスで唯一の留学生だったので、毎回課題をこなすのに必死
でした。授業後毎日図書館に通って努力でカバーしましたが、無理して体調を崩したこと
もあり、本当にキツいときは潔くあきらめました。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

北京は空気が汚いことを除けば過ごしやすいです。北京の人々を見ているとみんな明るく
楽しそうなので、とてもいい雰囲気です。大学の校風は伝統を重んじており、キャンパス
内は古代中国を彷彿させます。学生はものすごく勉強するので感心しました。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

中国ではネット規制により Facebookや YouTubeのほか、最近では Googleや LINEも使
えません。また通信速度も日本ほど速くないです。そのため VPNを使うか、中国のサイト
を駆使する方がいいでしょう。寮の環境や学校の設備（図書館やジムなど）は名古屋大学
よりはるかに充実しています。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

初めは日中交流協会に参加し、そこで友達を作って、その後その友達の友達を紹介しても
らう形で友達を増やしていきました。友達とは一緒にご飯を食べに行ったり、遊びに行っ
たりして交流を深めていきました。コンビニのおばちゃんと仲良くなったり、北京大学の
警備員と一緒に旅行に行ったりしたのも中国ならではのことです。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

北京はロンドンに次ぐ世界２位の博物館保有数を誇るので、余暇は博物館めぐりをしてい
ました。また世界遺産や歴史文化遺産も多くあり、１年でも時間が足らないくらいです。長
期休暇は中国中を旅し、３３省市区中１８省市区に行きました。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

私は胃が弱いので、激辛のものや冷たい物、生ものや衛生状態があまりよくないと思われ
るものはできるだけ控えておきました。また空気の悪い日はマスクをして出かけました。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

留学中体調を崩して６回ほど北京大学病院に行きました。４０℃の熱が出て注射や点滴を
打った時は少し割高（２０００円程度）でしたが普通の風邪は１０００円くらいで済みま
した。ちなみにこれは保険なしでの金額です。中国語ができないとキツいかもしれません。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ（必須ではありませんが、念のため A型肝炎を２度打ちました。） 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ２ ）人（ただし個人スペースあり） 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
寮の環境は申し分ないです。でも高いので自分で部屋を借りる人もいますが、大家とのト
ラブルはつきものです。食事は日本と比べて量が多いのと脂っこいのが多いので、太りや
すいので要注意です。基本的にはお米を食べるので日本と大差ないと思いますが、食事が
どうしても合わなくても北京には幸い日本料理屋などの外食産業がとても発達していので
困ることはないと思います。若者のマナーはいいので、普段の生活では不快になることは
ないと思います。また１年間危険な目や盗難にも遭わなかったので治安も悪くないはずで
す。道路を渡る時は注意しましょう。中国で運転免許をとってみましたが、まだ怖くて運
転していません。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

正露丸とバファリンは役立ちました。またマスクも必要でしょう。あと日本から簡単なお
土産を持参するとみんな喜んでくれます。北京では日本の物はほぼ何でもそろうので、む
やみに持って行かなくて大丈夫です。もし後からどうしても必要になったらネットで買う
か、親か友達に送ってもらいましょう。２日ほどで届きます。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方、中国嫁日記、北京大学てなもんや、テレビで中国語、北京大学 HPなど 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

留学中、予想外の出費もあるのでできるだけ多く準備しておくことが大切です。お金に緊
迫していると勉強にも身が入りません。私は奨学金を合わせて２００万ほど準備しました。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO 支給額：６０万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ６万 食費 ２５万 
保険代 ６万 住居費（寮費） ６０万 
予防接種・ビザ代 ３万 その他（旅行など） ５０万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
小学生の頃から駐在員に憧れていましたが、今回の留学で自分は少なくとも中国には住め
ることがわかりました。将来は中国とかかわりのある仕事をしていきたいと思います。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
留学中は就職活動を行っていません。 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

２４年間の人生で一番充実していた１年間でした。留学や海外生活を楽しむことができま
したし、とても多くのことが経験でき、自分として成長できたと思います。一番印象に残
っていることは、会話してもほとんどの中国人に自分が外国人であることがばれなかった
ことです。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

今まで漠然としていた将来の方向性が、ある程度定まったことです。また初めての一人暮
らしだったので、生活力は確実に向上しました。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

お金や時間など問題はたくさんあると思いますが、おそらく学生のうちしか留学する機会
はないと思うので、興味があるなら行ってみるといいと思います。私は初め不安だったの
で、名古屋大学の短期プログラムに参加して海外経験を積んでから交換留学をしました。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜文学部美学美術史学科 4年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 ビルケント大学 

留学先国 トルコ 

留学期間 約 9ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 ９月 7日 － 2014年 5月 29日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

イスラム美術に興味があり、その学習に役立つと考えたから。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

イスラム美術を名古屋大学で学ぶ機会はないと考え、留学を決めた。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

スペイン 2年 観光 

台湾 2年 観光 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

約 4か月前に TOEFLの勉強を始めた。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
1回。留学の動機を伝えると、いくつか候補の大学を挙げてくれた。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLを一度受験した。たくさん単語を覚える努力をした。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

各学部の担当の人に尋ねる。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
HART117 Ways of Seeing 
HART305 Byzantine and Islamic Art and Archaeology 
TURK111 Basic Turkish 1 など 
基本的に一つのコースに週 2回の授業(100×2)。 
所属学部の事務室に行き履修登録をお願いする。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

英語があまり得意ではないので、予習をきちんとし、許可を得て講義内容を ICレコーダー
で録音し、授業中に取ったメモとともに後で丁寧に復習した。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

先生によっては何を言っているのかほとんど理解できなかった。ひたすら参考文献を読ん
でいた。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

街の雰囲気と大学のそれは全く異なっていた。大学内ではトルコらしさは感じられない。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学の建物内ならば大体の場所でネットは使える。比較的新しい建物も多く、スポーツ施
設やカフェなども充実している。アンカラの中心部から離れた場所に位置しているため買
い物などもバスでの移動が必須。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

アニメ鑑賞会が開かれておりそこで交流を持った。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は寮の部屋で読書や勉強。 
土日祝日も同様で、たまに小旅行。 
長期休暇は旅行。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特にはない。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

一度風邪を引いた際に大学のヘルスセンターに行き、診察をしてもらい、薬を出してもら
った。無料。 

 
 

39



③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ 1 ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
大学での生活では特別に気を配るようなことはなかった。 
深夜に街には出なかった。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

持って行くか迷ったようなものは大体いらなかった。必要になっても大体は現地で買える。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

大学の HP。 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

家計簿はきちんとつけておくべき。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名： JASSO留学生交流支援制度（短期派遣奨学金)  支給額：月 8万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 約 16万円 食費 約 13万円 
保険代 37110円 住居費（寮費） 約 25万円 
予防接種・ビザ代 4200円 教科書代 約 1万円 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
就職ということしか決まっていない。考える機会は多かったが変化は無い。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
 
 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

最後まで失敗や逃亡の印象ばかりで成功の印象が全くないけれど、行かないよりは行って
よかったのかもしれないという感想。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

現時点では実感できる変化はないが、あるならばこれから見つけていきたい。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

結果がどうなるかはともかく興味があるならとりあえず行動を起こしてみるのも悪くない
と思います。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 7月 

所属＆学年｜理学研究科 M1 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 ウォリック大学 

留学先国 イギリス 

留学期間 約 9ヶ月 （M1年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 30日 － 2014年 6月 28日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

留学を決める前からイギリスが好きであったため、留学する国は簡単に決めることができ
た。留学先の大学を決める際には、ウォリック大学に自分の担当教授の知り合いがいるこ
とが大きな決め手となった。その他、その大学に自分の勉強したいコースがあるかや自分
の英語力に見合った大学かどうかを参考にした。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

小さいころから英語に興味があり、留学などの経験をしてみたいと漠然と考えていた。B２
の春休みに３週間イギリスの言語学校で英語を勉強した後、大学のような教育機関で長期
間勉強したいと気持ちが強まり、交換留学を決意した。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

イギリス B2 言語学校での短期留学(3週間) 

イギリス B3 ヨーロッパ旅行(1週間) 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

1 次募集の３か月ほど前から IELTS を受けはじめた。その時は M1 であったため、研究を
優先していると、留学準備がかなり遅れた。 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
5,6 回ほど。交換留学と大学院留学の違いやインターネット以外で先生方から得られる留
学先の大学に関する情報などに関して相談した。また、相談に何度も行くことで、留学に対
する決意が強まった。 

 
B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

IELTS は 4 回受験した。IETLS のテキストを繰り返し勉強し、Speaking の練習には交換
留学生にお願いしてロールプレイを繰り返し行った。 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
留学先での研究する予定はなかったため、留学に向けての単位取得などは特に気にしなか
った。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
BS318-12 Protein Targeting (週 2,3, 50分, term2), BS348-12 Structural Molecular 
Biology (週 2,3, 50 分, term2), BS353-12 Biophysical Chemistry (週 2,3,50 分, 
term1), Pronunciation (週 1, 1時間, term1,3), Dissertation Writing (週 1, 2時間, 
term3), Speaking and Listening (週 1, 1時間, term1), Writing and Reading (週 1, 1
時間, term1) 履修はmoodleを通して行った。その他 Lab work (週５, term 1,2) 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

英語力不足で授業で得られる情報は限られているため、できるだけ復習を心掛け、次の授
業で遅れを取らないよう気を付けた。また履修した授業が３年生の授業であったため、1,2
年生ですでにカバーした範囲の説明は省略されることが多かった。そのような範囲はでき
るだけ授業中にメモを取り、授業後自分で勉強した。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

授業中は正直授業に付いていくので精一杯で、内容を同時に理解するのは難しかった。し
かし、日本語で専門の授業を受けても、理解できないことがあるため、英語力不足のみの
問題ではないと思う。そのため、内容を理解するには自習が一番効率の良い方法だと思う。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

イギリスのその他の大学は街の中に大学の建物が集合しているキャンパスが多いが、ウォ
リック大学は日本の大学同様、キャンパスが独立して存在していた。そのおかげかキャン
パス内は比較的治安もよく過ごしやすいように感じた。また、キャンパス内にはスーパー、
ジム、図書館、自習スペース、映画館等があり、ほぼキャンパス内から出ることなく、生活
できた。ただ、市街地からは離れているため、移動にはバス、電車等を利用する必要があ
る。近くの市街地であるコベントリーは比較的小さい町であるが、そこから電車を利用す
れば、バーミンガムまで簡単にアクセスできるため、特に困ることはなかった。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

イギリス国内で比較的新しい学校であるせいか、図書館、ジム、各学部棟はとても新しい
ように感じた。キャンパス内の建物では基本的にどこでもインターネットが使えるため、
インターネット接続に不満を感じることはなかった。ただ付近にあまり飲食店がないこと
が時々不便であった。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

いろいろなソサエティー、スポーツクラブ、インターナショナルグループに参加し、気が
合う人たちがいれば、引き続き参加して、仲良くなることができた。また一緒に生活して
いるフラットメイトとは自然と話す機会が多く、料理を作っているときなど話すことが多
かった。 
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④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
時間があるときはなるべくソサエティーなどで人と会う機会を作るよう心掛けた。また自
分の部屋で過ごすときなどはイギリスのドラマや英語の本でできるだけ英語に触れるよう
にし、また英語の勉強や専門の授業の自習などを行った。長期休暇中も研究室があったた
め、なかなかヨーロッパ旅行などは行けなかったが、イギリス国内の旅行などした。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特にない。イギリスでは寒い時期でも薄着でも平気な人が多いが、それに惑わされずに服
による温度管理をするのが大切だと思った。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

特にない。 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ 1 ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
僕の寮はトイレバスルームも男女共用であったため、初めは抵抗があったが、すぐに慣れ
た。食生活は近くに韓国のスーパーがあったため、そこで日本食に必要なものはだいたい
調達できた。特に大きな習慣の違いは感じなかった。日本でもイギリスでもマナーを守る
人もいれば、守れない人もいて、それは習慣の違いから来るものではないと思う。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

留学が始まったばかりの時に風邪を引いたが、その時はイギリス人の友達も少なく、薬局
でどの薬を買えばいいかわからなかったため、初めは少し日本の風邪薬を持っておくと安
心だと思う。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

特にない。 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

やはり留学前にお金の余裕があったほうが良い。アルバイト等でもっとお金を貯めておけ
ば良かった。僕自身あまり親にお金を頼りたくなかったため、お金が理由で旅行を断念す
ることもあった。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名： JASSO 支給額：月８万円×９ヶ月） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 12万 食費 ７万×9か月 
保険代 15万 住居費（寮費） 6万×9か月 
ビザ代 5万 合計 約 150万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☐就職 
☒その他（就活活動を行いつつ、海外大学院と奨学金の申請も進める予定。大学院、奨学金が
受からなかった場合には就職を考えている。） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
海外大学院の応募に向けて、英語力を高め、研究面でもできれば成果を残したいと考えて
いる。留学前は名古屋大学での修士課程終了後就職することのみを考えていたが、留学を
通して、自分のやりたいことを貫いてみたいと思うようになり、海外大学院への進学を考
えるようになった。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
特になし。 
 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学中楽しいこともつらいこともあったが、この経験が必ずこれからの糧になると思う。
楽しいこともつらいことも日本では決して得られない経験だった。留学を通して、イギリ
スの大学について知れただけではなく、自分自身に関しても理解が深まった。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

留学を通して、それぞれの国のステレオタイプに縛られることなく、様々な国から来た人々
を他人と変わらない一個人として接することができるようになったと思う。また、もとも
とシャイな性格をイギリスでの交友関係を通して少し治せたように思える。 
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③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 
留学が良いものになるかどうかは個人によると思うし、行ってみないとわからない。でも、
ここ名大には留学がより良いものになるようサポートしてくださる先生方や機関があるの
はとても恵まれた環境であると思う。留学を考えているなら、まずは海外留学室に行って、
先生方や留学経験者からすぐ話を聞いてください！留学に対するビジョンがもっと明確な
ものになるはず。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜8年 11月 

所属＆学年｜工学部 ３年 
卒業予定｜２０１６年３月 

 

留学先大学 warwick大学 

留学先国 イギリス 

留学期間 約１０ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 ２０１３年 ９月 ２３日 － ２０１４年 ６月 ２８日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

教育に関する評価が高く、国際的な校風だったからです 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

海外の大学の授業がどういうものなのかを身を持って体験したかったというのと、海外の
人が良く勉強するというのをよく聞いていたのでそれを肌で感じてみたかったからです。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

オーストラリア、シンガポール、

インドネシアなど 

小学生ぐらいの

ころ 

家族旅行 

台湾 ３年 個人旅行 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

一年半ぐらい前から英語の勉強を始め、大学について具体的に調べ始めたのは半年前ぐら
いです 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
二回 面接に関するアドバイス留学プランの立て方など 自分がどういう風に留学をプラ
ンして面接に臨むかを考える上でとても役に立ちました 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

IELTS 4回ほど とりあえず試験前は過去問が売ってるのでそれをやりこみました 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位互換は考えてないのでアドバイスできませんが、教育履修については高学年の授業を
受ける場合はしっかりと先生と話して、ついていけそうかしっかり考えたほうがいいと思
います。日本と同じですが多くの授業は低学年のとき履修した授業の内容を理解してる上
で進んでいくので、それがわかってないとかなりきついです。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
PX101 Quantum Phenomena 量子力学 レクチャー 
PX147 Introduction to Particle Physics 素粒子論 レクチャー 
PX268 Stars 宇宙学 レクチャー 
PX269 Galaxies 宇宙学 レクチャー 
ES4C4 Optical Communication Systems 光学 レクチャー、実験 
ES4C5 Optical Engineering 光学 レクチャー、実験 
それぞれ週３回ほど 
あと英語の in-sessionalの授業を前期に週４回 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

自分で図書館本の本を借りて授業とは別に読んでいました。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

とりあえず英語が聞き取れなくて困りました。自分でとりあえずリスニングの練習をして
ました。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

すごくインターナショナルな雰囲気でイベントなどもたくさんあり活発的な雰囲気でした 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

学内では多くの場所で wifiが使えました 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

いろんなイベントに参加しました。ご飯などもできるだけいろんな人と食べるようにしま
した。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

ジムによく行ってました。また長期休暇中はよく海外旅行に行ってました。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

野菜はできるだけ食べるようにしました 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

一度も行っていません 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
習慣のちがいはありましたが特に困ったことはありませんでした。ただ相手の考えている
ことがよくわからないことなどはあったのでしっかり言葉でコミュニケーションをとるこ
とは大事だと思います。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

Ipadはだいぶ役に立ちました。イギリスはだいぶ寒いかなと思って厚着をけっこう持って
いきましたが意外とそこまで寒くなくそこまで必要なかったなと思います。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

外食するとかなり高いので自炊すると費用はいくらか抑えられると思います 
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②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO   支給額：  8万 円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 約１４万円 食費 約３万円 
保険代 約１２万円 住居費（寮費） 約６万円 
予防接種・ビザ代 約５万円 教科書代 ０円 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
正直まだどうするかしっかり決めれてませんが院には進みたいと考えています。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
就職活動はしてません 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

正直まだ気持ちの整理はできていませんが、留学しないとできないことを本当にたくさん
経験できたのでよかったです。 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

いろんな国の人と会ったことで、自分に対する見方が広がりいい意味で自分の弱さ、欠点
が見つかりました。今後そういった部分を改善していけたらいいと思います。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

日本の大学では体験できない本当に多くのことを体験できます。気持ちがあって、行ける
チャンスがあるのならぜひ行ってみたら得ることは各々あると思います。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜７年７月 

所属＆学年｜工学研究科化学・生物工学専攻 修士一年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 シェフィールド大学 

留学先国 イギリス 

留学期間 約 9ヶ月 （１３年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 20日 － 2014年 6月 28日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

自身の興味である生物学の有名な大学を選出し、その中から物価など費用面での負担の少
ない地域(大学)を選びました。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

研究室に所属し、このまま似たような人に囲まれた環境の中にいたまま就職活動を開始す
ることを疑問に感じた為。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2ヵ月半前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
専門分野とは違う内容の授業を修得する予定だったので、どのレベルの授業を取るのか、
等。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL2回。対策は参考書 1冊のみ。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

英語の聞き話ももちろん大切ですが、英語でのメモを取るなどの技術も大事と思います。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
MBB 162 Genetics, 163 Microbiology, 262 Genetics2, Molecular Bioliogy 
MAT2220 Functional Materials, MAT2410 Biomaterials II 
全てレクチャー形式 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

先生が授業のレコードを web にアップロードしていたので各自で録音する必要はありま
せんでしたが、それによる復習は毎週行っていました。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

英語話者向けの引っかけ選択問題は専門用語を非常に多用するので一読するだけでは判別
がつかず、かなりの量の専門用語、学術英語を学ぶこととなりました。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

とてもインターナショナルな街であり、大学も国際色豊かです。Student Union等カフェ
や学習スペースなどが多く設けられており過ごしやすい環境です。昨年度はイギリス国内
で Student Lifeの満足度一位を取ったそうです。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学施設内ならばどこにでも eduroam(wifi)があるのでネット環境には困りません。寮も
入寮当日からネットが使えますし、街に出ればネットも含め大抵の物が手に入り苦労をし
ません。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

様々な Society に参加し、そこで友だちを作りました。只、とても留学生が多い学校なの
で現地学生(イギリス人)かどうかという考えはあまり持っておらず学年、国籍、専門など
を超えた友人を作りました。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は基本的には図書館で勉強をしたり友だちと外食に行ったり料理をして過ごしてい
ました。長期休暇には寮が空になるので、ヨーロッパ内を周遊していました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特に食べ物が合わない、不潔である等は無かった為、気を使ったということはありません。 
 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

基本的に NHS(イギリスの医療制度)は無料です。病院にはかかっていませんが歯の詰め物
が取れてしまい、予約状況だけ問い合わせた所 2か月ほど待つように言われました。 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☑個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☑いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☑寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ５ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
私のフラットは 5人すべてがアジア人で、騒音に異様に敏感でした。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

日本製のシャンプーやボディーソープなどは持参しなくともよいです。現地で全て手に入
るので持参すべきものは特にありませんが、コンタクト類、一部家電はイギリスでは日本
に比べ高価なので費用面で負担になると思われるならば一年分を持参することをお勧めし
ます。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

在英日本大使館。地球の歩き方。 
 

 
Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

現地に到着後すぐに銀行口座を作るべきと思います。クレジットのみでうんよう 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☑はい  （奨学金名：日本学生支援機 支給額：80000円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 \130,000 携帯台 5￡(月額) 
保険代 \160,000 住居費（寮費） 6,000￡(年間) 
予防接種・ビザ代 \50,000 教科書代 0 

 
 
 
 

56



H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☑就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
留学前はメーカー、研究職しか就職先にありませんでしたが、留学を通して様々な人と交
流を持つことで他業種、他業界にも興味を持つようになりました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
ロンドンで二度日英バイリンガル向けの就職フェアに参加しました。2016 卒向けだった
為対象から外れていましたが、面接などはして頂けました。インターンシップの選考を通
過し、今夏(2014年)に NYでのインターンに参加します。 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

もっと遊べば良かったと思います。あとはもっとイギリスっぽい所を感じたかったので、
国際色豊かな大学よりかはもっと田舎の町やあるいはもっと違う国(留学生が少なめの大
学)に行った方が良かったと感じます。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

専門性やこれまでの経験に拘らず、新しい分野を始めてみるという考えがより強くなりま
した。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

楽しみを求めるのならば、できるだけ若いうちに、学部生の内に行くべきと思います。理
系分野に限ったことですが、専門性や学問の裾野を広げたいのならば、ある程度自身の専
門性が完成してくる修士性の時に行くべきかもしれません。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6 月 

所属＆学年｜名古屋大学院 環境学研究科 修士 2年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 シェフィールド大学 

留学先国 イギリス 

留学期間 約 9ヶ月 （修士 2年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 30日 － 2014年 6月 14日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

学生を主体とした活動が活発で、学びたい都市環境でも有名だったため。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

元々英語が好きで、大学時代に海外経験をしておきたかった。 
 

③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 
渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

語学学校(バンクーバー) 学部 2年 4週間 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

1年前 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
学内選考後に語学力の相談を週に 2 回ほどのっていただきました。先生方の違った視点か
ら意見を聞くことができてとても参考になりました。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL 10回程度 
IELTS 3回程度 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

大学院だったため単位互換は行わず、興味のある授業を履修しました。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
・TRP 454 / 654 Sustainable Development in Practice 
週に 1 回、2 時間の授業で。レクチャーの内容に沿ってグループワークを行い、仮想した
地域の都市開発プランを作成しました。 
・TRP 455/655 Health, wellbeing and the built environment 
週に 1回レクチャーとグループディスカッションが 1時間ずつあり、課外授業もありまし
た。レクチャーでは主に地域の事例が紹介されました。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

読む量がとにかく多いので計画的にこなすこと。また、授業の 2．3日前に課題が課される
こともあるため余裕をもって授業の準備を進めました。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

授業中にディスカッションについていけないことが何回かありました。同じクラスの友達
に助けてもらいました。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

サークルにも授業にも生徒が自発的に行動しているのが印象的でした。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ソフトウェアやインターネットは生徒が自由に使うことができ、とても充実していました。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

学生の自治体が行っている日帰り旅行に参加したり、ボランティア活動にも携わりました。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は主に図書館で授業に予習と復習をしました。長期休暇はイギリスを中心に様々な
町へ旅行をしました。 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特になし 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

特になし 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ６ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
共通スペースであった時には積極的に話をするようにしました。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

常備薬以外はほとんど現地調達で十分だと思います。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

大学の公式ホームページ 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

特になし。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO   支給額：40万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 100,000円 食費 300,000円 
保険代  住居費（寮費） 500,000円 
予防接種・ビザ代 30,000円 教科書代 ０円 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
人はこうあるべきという姿にとらわれず、自分のあるべき姿を見つけていこうと思います。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
セミナーや情報収集はしましたが特にエントリーなどはしませんでした。 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学先は勉強も大変で文化的にも苦労しましたが、そこで得た経験は一生役に立つと思い
ます。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

異なった文化やその人のパーソナリティーを受け入れられるようになりました。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学は勇気もいるし準備も大変だと思いますがぜひ頑張ってください。 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜２０１４年７月 

所属＆学年｜法学部 卒業生 
卒業予定｜２０１４年３月 

 

留学先大学 ウプサラ大学 

留学先国 スウェーデン 

留学期間 約５ヶ月 （４年次に留学） 

留学開始－終了 ２０１３年 ８月 ２６日 － ２０１４年 １月 １２日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

高齢者福祉に興味を持っており、福祉国家スウェーデンで、今後の福祉のあり方について
考えたかった。また、 学生時代最後の学期を有意義に過ごしたかったため。 
スウェーデンは幼少期に在住した経験があり、大好きな国であった。もう一度、目的を持
って行きたいと思っていた。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

友人の多くが三年次に留学に行っており、名古屋大学の留学プログラムの充実度を知っ
た。提携校をみると、自分のしたいことを実現することのできそうな大学・国があり、志
望することにした。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

スウェーデン、オランダ ３歳－小５ 父の海外赴任 

アメリカ 高校１－３ 同上 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

3ヶ月前 
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⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 

1回 
自分の思い描くことが留学先でできるのか。 
就職との兼ね合いについて。(内定がでる前で、なにもわからない状況だったので、これま
で行かれた方の例などを教えていただき、留学期間中のことやそれまでにしなければなら
ないことが明確になった) 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

 語学対策 名古屋大学のチューター制度で外国人留学生と交流 
TOEFL受験回数 5回 
 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位の計算は、念に念をおし、第三者の目にもお願いして、完璧な状態でいくべきです。 
単位互換についても、渡航前、念のため調べておくと良いです。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 

5PU028 Basic Swedish 1, Basic Level A1 7.5 credits 
学期を通して、週に 2回 
 
2KU006 The Changing Geography of Sweden: Patterns, Processes and Policies 
7.5 credits 
2ヶ月間に全 15クラス 
毎回講師の先生が変わる 
 
2IV075 Media, Culture and Society 7.5 credits 
2ヶ月前の間ほぼ毎日 
プレゼンやディベートなど参加型のクラスで力がつく 
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②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

予習復習のボリュームが多くて大変でしたが、そこで頑張った分だけ講義も充実します。
ですので、予習復習には力をいれていました。参加型の講義が多かったため、1 クラスで
一回は発言するなど自分に目標を課して、クラスにのぞんでいました。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

読み物が多くでて大変でした。 
カフェで論文を読んでみたり、気分転換をしつつ、負担にならないよう楽しんで読むよう
にしていました。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

ウプサラは静かで、安全な町で、快適な生活を送ることができます。 
大学には世界各国から留学生が集まってきており、色々な国の人に出会うチャンスがあり
ます。 
留学生向けに様々なイベントも用意されており、意欲があればとても充実した留学生活を
送ることができます。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ネットは大学構内、カフェなどで不自由なく使うことができます。 
学生寮のまわりに、日常生活で利用するような施設が充実しているので、暮らしに困るこ
とはありません。 
市内の移動は主にバスです。本数も多くでており、使い方になれれば自由に移動すること
ができます。その他にもスウェーデンの各都市につながる電車の駅や、空港行きのバスも
大学の近くにあるので、便利です。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

・チューター制度 
 ・留学生向けのイベントに参加 
・友人の紹介 
・大学のイベントやパーティーに参加 
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④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は授業の予習復習や宿題に。それがない日は、友人と街に出かけたり、夕食を作っ
て食べたりしていました。 
長期休暇はアクティブにヨーロッパ旅行です！ 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

衛生面について不安不満に思うことはありませんでしたが、 
冬はとても寒いので、あたたかくして風邪をひかないように気をつけていました。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

 
ありません。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 
 ☐個人の保険のみ 
 ☒キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 
☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 

何人部屋 （ １ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 

物価がとても高いので、自炊をして節約をしたり、家計簿をつけたりしていました。 
いくら安全でも夜の一人歩きなどには気をつけていました。 
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③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

持参すべきもの: 化粧品、昆布だし、寿司酢(粉末状のもの)、キャッシュカード、クレジ
ットカード、常備薬一式 
持参しなくてもよかったもの: 靴とコート(スウェーデンの街はほとんどが石畳で、日本の
靴だと歩きにくい。現地のものを履いていました。コートも日本の冬を思って行くと涙し
ます) 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方(北欧) 
インターネットのスウェーデンについて書かれたサイト 
 

 
 
Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

物価が高く、気にしていないとお金が消えて行ってしまうので、家計簿をつけて、日々管
理すると良いです。 
ただ、旅行に関しては、これからヨーロッパに長期にわたり行くことができる機会も少な
いと思うので、一生分のヨーロッパ旅行をするくらいの気持ちで、せっかくだから旅行を
するといいと思います。(お金を貯めるか、親に借りるかして) 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO留学生交流支援制度 支給額： ８００００ 円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてくださ
い。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ２０万 生活費 ５０万 

保険代    

予防接種・ビザ代  教科書代  

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 
☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
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②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 

留学先で、企業としての福祉への携わり方について考えることが多く、これから企業の一
員として働く中で自分にもなにかできないかと考えるようになりました。 
高齢者雇用や、働き方の多様性などの分野にいつか携わりたいと考えています。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

 純粋に楽しかった、行ってよかった、と思っています。 
これまでも海外に住む経験がありましたが、大学生という立場で、自分自身の考えや疑問
点などを持った状態で、様々な国の人と議論をすることができたことは自分にとって新鮮
で、貴重な経験でした。 
日の短い、寒い冬、スウェーデンでは、あたたかい部屋やバーにお酒を片手に人々が集
い、様々な議論をかわしていました。その中に入って、多様な考えにふれることができた
ことが自分にとっての収穫でした。 
  

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

物事をいろいろな視点から、深く考えることの大切さに気づきました。 
また、海外に行くと、よく視野が広がる、世界観が変わると聞きますが、その通りで、日本
にいるだけでは気づくことのできないこと、感じることのできないこと、経験することが
できない辛さや楽しさ、いろいろなことに出会うことができます。国や、地域、渡航する
年齢が違うだけで、学ぶこと感じることも変わり、今回も新たにたくさんのことを学ぶこ
とができました。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

少しでも海外にいきたい！ 
留学をしたい！というすてきな思いが芽生えているのならば、ぜひ、ぽーんと！行ってみ
てください。 
 

 
以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入年 2014年７月 
所属＆学年｜法学部 
卒業｜2014年 3 

 

留学先大学 Universidad de Barcelona大学 

留学先国 Spain  

留学期間 約 5ヶ月 （4年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 1日 － 2014年 2月 20日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

スペイン語を活かしたかったから。 
 

②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

ヨーロッパの男女共同参画について勉強がしたかったから 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

コロンビア 高校 2.3年 親の仕事のため 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2，3か月前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

2回 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

興味がある強化をいくつも登録しておけばいいと思いました 
 

 
 

68



C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
 
法律の基礎、スペイン公法、スペイン経済 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

発表をしっかり取り組んだ 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

アジア人がほとんどいないため、留学に来た！という感じです。 
授業の雰囲気も日本の大学と同じで（誰も発言しない）、気が楽でした。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

問題なし 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

ホームステイ先の女の子と仲良くなり、そこから現地の友達を広げた。 
大学の授業は留学生用プログラムがほとんどだったので、その他欧州圏の友達ができまし
た。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

欧州大陸旅行 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

自炊 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

なし 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☐アパート ☒ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
なし 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

インスタントみそ汁を持って行って良かったです 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

家計簿をつける 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐はい  （奨学金名：   支給額：   円） 
☒いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 マイル利用 食費 1万円/月 
保険代 8万円 住居費（寮費） 7万/月 
予防接種・ビザ代  教科書代 5000円/月 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
働く女性にとって日本に足りないものは何かを常日頃考えるようになった 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 

 
 

I留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

自分の視野を広げられた、いい機会でした。 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

迷っているなら絶対に行った方がいいです！ 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年７月 

所属＆学年｜環境学研究科 M２ 
卒業予定｜201５年４月 

 

留学先大学 リオン第三大学 

留学先国 フランス 

留学期間 約６ヶ月 （2013年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月１日 － 2014年 ２月 ２８日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

フランスで、修士論文の調査を行うために 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

何年前からフランス語を勉強し始めました。 
研究内容もフランスと深く関わっていますので、留学を目指していました。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

言語の勉強は３年前から 
交換留学の準備は、２ヶ月前からでした。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
一回、留学を決める前に、相談してもらって、留学の決心をしました 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

二回、フランスの学校の要求は高くなったので、もう一度受験しました 
 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

必要がありませんでした。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
フランス語文化とフランス歴史など、必須科目が８単位ありました。自動的に登録されま
した。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

学校全体の授業を受けることができますので、自らネット情報を活用する。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

ないです 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

 
楽しかった。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

 
一旦安定したら、便利です。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

留学生と現地の外国語専攻の学生との交流会があります。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

 
ヨーロッパ各国への旅行 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

保険は日本とフランスの学校の要求により二重かけていた。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

ないです 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 

☐いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態       ☐ホームステイ       
何人部屋 （  １）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
ないです 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

ないです 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
 
学校のホームページ活用するべきです。 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

ないです 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
      
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ２０万 食費 ３０万 
保険代 １０万 住居費（寮費） ３０万 
予防接種・ビザ代 １０万 教科書代 １０万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
      
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
博士に行きたいです。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
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I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

 
行ってよかったです。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

 
世界が小さくなりました。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

 
楽しんでください。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜工学部４年生 
卒業予定｜2015年 3月 

 

留学先大学 イリノイ大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 9ヶ月 （4年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 19日 － 2014年 5月 16日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

自分は航空宇宙工学を専攻していますが、アメリカはその分野で世界をリードする国だか
らです。また協定校の中で、イリノイ大学がその分野で有名だったのでこの大学を選びま
した。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

大学一年生の時から、米国大学院学位留学にあこがれており、それを実現するためのファ
ーストステップとして交換留学に応募しました。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

モナシュ大学 学部２年生 短期語学留学 

フィリピン 学部３年生 短期語学留学 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

語学学習期間を含め２カ月前からでした。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
３～４回相談しました。留学先や、自分の留学動機を明確にするためです。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLの準備期間は実質フィリピンに滞在していた３週間でした。受験回数は１回です。 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
自分は単位互換は利用しないため、アドバイスできません。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
AE199 :credit hours 1:student aircraft buildersの団体のための授業で、授業以外にも
aircraft を作成したり課外活動もありました。 
AE199:credit hours 2:CADの授業です。ソフトは NX8.5を使いました。 
AE311:credit hours 3:incompressible flowの授業です。非圧縮性流体力学です。 
AE312:credit hours 3:compressible flowの授業です。圧縮流体力学です。 
AE498:credit hours 3:advanced compressible flowの授業です。圧縮性流体力学の発
展バージョンです。 
ATMS305:credit hours 3:MATLABの授業です。天気、自然災害等のシミュレーションを
通し MATLABの使い方を学びました。 
CMN101:credit hours 3:Public speechの授業です。 
EALC250:credit hours 3:日本文化の授業です。 
ENG298:credit hours 2:起業だったり、イノベーションに関する授業です。ケーススタデ
ィが主でした。 
AFAS111:credit hours 1:空軍の授業です。空軍の組織やシステムについて学びました。 
 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

Fall semester は英語能力が十分でないので、自分で英語を勉強できる時間を作れるよう
に無理のないカリキュラムにしました。Spring semesterは逆に自分の専門を詰め込み、
現地の学生と同じ生活をするようにしました。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

留学始めは英語能力が問題で、先生が授業終わりに言う宿題さえ聞き取れませんでした。 
Spring semesterは課題の量に圧倒され、毎日宿題漬けでした。解決の仕方としては、同
じ授業で友人を作る事です。心に余裕が生まれます。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

キャンパスがとても広いです。学生都市なので、活気にあふれているように思います。ま
たアジアからの留学生が非常に多いのも特徴の一つでしょう。（日本人は超少数） 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ネット環境は良いです。大学の建物内であれば、どこでも無料 WIFI を使用できます。施
設はどこも広く、綺麗なので積極的に利用すると良いと思います。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

8月下旬に Quad dayと言って、大学にあるほぼすべてのサークルやクラブが紹介される
イベントがあります。それを利用し、自分の所属できる所を探すと良いと思います。また
寮に住んでいるならば、自然とコミュニティができるのではないでしょうか。 
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④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 
Fall semester は友人と会ったり、英語の勉強をしていました。Spring semester はずっ
と宿題をしていました。 
長期休暇は旅行していました。シカゴに友人がいたので、そこで滞在もしました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

身体に正直でいる事です。海外で体調を崩すと、治りが悪いと思います。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
インフルエンザの予防接種は大学で無料で受ける事ができるので、積極的に活用したら良
いと思います。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐✓キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐✓はい（種類：） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐✓寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ 1 ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
日本で言うオシャレな服を着ると、間違いなく向こうでは浮きます。現地に会わせるのが
無難でしょう。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

日本からの冬服はいらなかったと思います。向こうの冬は日本を比較できないくらい寒い
ので、冬服は現地のものを買うと暖かいです。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方（旅行の時、想像以上に役に立ちました） 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

現地は物価が高いので、金銭感覚が狂いがちです。家計簿をつけるとよいでしょう。 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐✓はい  （奨学金名：  JASSO 支給額：  8万 円/month） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 22万 食費 30万 
保険代 10万 住居費（寮費） 40万 
予防接種・ビザ代 5万 教科書代 6万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐✓進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
米国大学院に進学したいです。留学前は「行けたらいいな。でも色んな事考えると、日本
の大学院に進むのもありだな」と考えていましたが、帰国後は「行くしかない」に変わり
ました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

向こうで色々気付いているうちに、留学プログラムが終了してしまいました。 
あらゆる面で自分の力不足を痛感しましたし、この交換留学はこれからの人生において単
なるファーストステップでしかないと感じました。そして何より、向こうが恋しいです。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

日本を客観的に見るようになった。現地で色々経験したことにより、自己評価がより正確
に行えるようになったと感じます。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

100人交換留学に行ったら、100通りの生活をするでしょう。つまり、自分なりにやりた
い事、達成したい事を心に持ちつつ、現地の生活をコーディネートすることが大切だと思
います。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜4年 1月 

所属＆学年｜名古屋大学工学部３年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 6ヶ月 （2年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 19日 － 2014年 3月 21日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

自分の専攻する分野がアメリカの大学で最先端の研究が行われており、その中でもアメリ
カの優秀な大学で勉強して自分のモチベーションを高めたかったから。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

大学へ入学する前から漠然とアメリカでの生活に憧れを抱いていたが、大学で海外からの
交換留学生と交流し自分も海外の大学で勉強してみたいと強く思うようになった。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

ヨーロッパ 1 長期休暇を利用し一人で周遊旅行 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

応募時期の１年前から 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
留学志望や応募動機について 3,4回ほど個別相談に先生方に乗ってもらいお世話になっ
た。 
 

 
B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

交換留学生と頻繁に交流し日頃から英会話の練習を心がけ、TOEFLについては応募する
１年前から５回ほど受験し準備を行った。 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
工学部に関して言えば、基本的には事前に担当教員と話し合い、渡航先で受講予定の単位
が互換されるかどうかカリキュラムや各授業のシラバス等を参照し相談してください。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時
間数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
Introduction to Bioengineering, Life Sicence, Labor and workplace studies, 
Statistics, Design media & art, Management どの科目も毎週 2,3回講義があり、１
学期中に受講する科目は日本に比べ少ないが、一つ一つの科目が非常にハードです。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

毎回授業を録音して聞き取れなかった所や分かりにくい所があれば、聞き直していまし
た。どの授業も担当教員のオフィスアワーや TAによるディスカッションのセクションが
毎週あるため質問や分からない所などがあれば聞きに行っていました。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

授業や教材の内容はすでに学習したことのある内容や関連事項だと理解しやすいのだが、
全く新しい内容だとリスニングやリーディングができないために、何度も時間をかけでき
るようになるまで取り組んだ。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

ロサンゼルスは一年中を通して陽気な気候で非常に生活しやすいです。普段は勉学に忙し
いですが、スポーツの強豪校であるため週末や大きな試合があるときには多くの生徒がス
ポーツ観戦を楽しみます。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学の建物内であればどこでもWi-Fiがあります。キャンパスには図書館やカフェ、寮に
はラウンジなどがたくさんあり、勉強できる環境は整っております。大学周辺にスーパー
やレストラン、映画館などがあるので息抜きに近くの街を散策してみるのも楽しいです。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

寮生活が生活の基本だったためルームメイトや同じフロアに住む人に積極的に話しかけま
した。友人と寮の食堂で夕食を取るのが日課であり、また週末はレストランや映画館、ハ
イキングなどへ行って過ごしました。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

長期休暇にはアメリカ東海岸へ旅行に行きました。長期休暇は大学に誰もいなくなるの
で、旅行や友達の家にお世話になるなど早めに計画を立てることをお勧めします。 
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Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

食事が野菜不足になりがちなのと、炭酸飲料が多いので食生活に気をつけていました。現
地でも手に入りますが、風邪薬や常備薬を持っていくとよいと思います。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

病院には一切かかることなく過ごせました。大学の保険へ強制的に加入させられるため、
何かあってもキャンパス内の病院がすぐに利用できます。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （１  ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについ
て、困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
寮では共同生活なので何か気になることがあればトラブルになる前にすぐに相手に伝えて
いました。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

風邪薬と旅行用のガイドブック 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

大学のウェブサイト、旅行のガイドブックなど 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

アメリカはなんでもカードなので現地で銀行口座を開くと作れるデビットカードがとても
便利でした。また現地で使える銀行口座を日本で開いておくのもよいと思います。 

 
 
 
 
 
 

84



②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO   支給額：月 10万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 12万 食費 寮費に含まれる 
保険代 14万 住居費（寮費） 月 20万 
予防接種・ビザ代 1.5万 教科書代 5万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え
方や気持ちの変化があれば教えてください。 
海外大学院へ学位取得しに行きたいと考えるようになった。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えて
ください。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
就職活動はしていません。 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学生活があっという間に過ぎてしまい、いつかまたアメリカで生活したいという思いで
一杯です。アメリカの多様性が重視される社会性と合理主義で楽観的な国民性に学ぶ所が
多く、価値観の形成へ大きな影響を受けました。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

漠然とだが世界での自分の置かれている環境や立ち位置が分かり、前向きに社会や自分の
キャリアについて考え、次のステップへ向けて新たな目標ができた。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学や海外へ行くだけでは自分は変わりませんが、どんな環境でも何か大きなものを得よ
うと努力すれば成長できると思います。みなさんの留学生活がぜひ楽しいものになります
よう応援しています。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜２０１４年７月 

所属＆学年｜経済学部３年 
卒業予定｜２０１６年３月 

 

留学先大学 ケンタッキー大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約９ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 ２０１３年 ８月 ２３日 － ２０１４年 ５月 ３１日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

経済やスポーツなどあらゆる分野において世界で No.１になっているアメリカに学生の内
に行っておきたいと思ったから。ケンタッキー大学にした理由は、アメリカの中でも比較
的田舎の地域であるケンタッキー州なら、アジアの留学生が少なく、アメリカ人の比率が
多いので英語力を伸ばすのには適した環境だと思ったから。また物価が安かったから。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

１年生のときに参加した、名古屋大学の春期の短期留学プログラムでオーストラリアのモ
ナシュ大学に行ったことがきっかけ。当時は英語は全然できなかったが、拙いながらも英
語で世界中から来た人たちと会話出来たことに感動し、もっと勉強して、また海外に行き
たいと思ったので、交換留学が絶好の機会だと思った。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

オーストラリア １年生 海外を体験したかった。１ヶ月。 

メキシコ ２年生 ビジネスコンテストに参加するため。１ヶ月。 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

半年ほど前。１年春休みにモナシュに行って、帰国した４月から準備を始めた。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
５〜６回ほど。留学先大学の選び方について。担当の先生がケンタッキー州に住んでいた
ことがあったので、その先生のすすめがあって、安心してケンタッキー大学に決めること
ができた。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLは４回受けた。日本人でも取りやすい、リーディングとライティングを重点的にや
って、難しいリスニングとスピーキングのセクションを補った。単語はとにかくたくさん
覚えた。リスニングは留学先でのことも見据えてもっとやれば良かった。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位交換しませんでした。単位の問題上、卒業を送らせずにいくなら、２年次留学か半期
留学を進めます。しかしやはり１学年間行ってこそ留学の成果が出ると思います。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 

∗ 履修したクラス（前期） 
 A&S100 Writing & Communication for international student 
 A&S100 Science behind what we eat 
 UK100 Critical Reading 
 ECO201 Microeconomics 
 MKT300 Marketing Management 
∗ 履修したクラス（後期） 
∗ COM281 Communication in small groups 
∗ COM287 Persuasive Speaking 
∗ ECO202 Macroeconomics 
∗ MGT301 Business Management 

 
時間数はどれも、週に２〜３回。経済の授業などは、みんな履修するので大人数（３００
人くらい）となり、受け身の授業になります。COMなどの少人数のクラスをアドバイザー
に聞いて、履修するようにしました。意図的にそういう授業を取らないと、アメリカ人と
ディスカッションしたりするチャンスは作れません。 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

宿題に追われないように、前倒しで課題をやる方がよいと思った。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

英語が聞き取れなさすぎた。→難しい授業は履修を取り消して、簡単な授業を入れた。 
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Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

田舎の州の大学なので、みんなゆったりとしているし、キリスト教の信仰心が厚い州なの
で、心がきれいで誠実で優しい人が多かった。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

たまに接続が悪くなることがあったが、概ね問題なし。 
アメリカ人の寮は、みんな遊び人が多い（寮は１〜２年生ばかりで３〜４年はアパートに
移る傾向がある。）ので、アメリカ寮よりも、インターナショナル寮の方が良い。金額は少
し高いが、きれいだし、長期休暇も住むことができるから。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

Bible Studyという聖書の勉強会や Churchに毎週通った。せっかくアメリカに来て、しか
もキリスト教の信仰心が厚い州だったので、思い切ってキリスト教を勉強しようと思った。
アメリカ人にはキリスト教の精神が根付いているもので、彼らの価値観をキリスト教の学
習を通して学べたのはすごく良い経験になった。僕はアジア人主体のコミュニティに最初
は入っていたが、留学後半は英語力もついてきたので、アメリカ人のみのコミュニティに
も入るようにして、満遍なく、いろんな人たちと交流して来た。定期的にあるイベント
（Bible Studyや Church Service）に参加し続けて、人間関係を築き上げることは大事だ
と思った。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

授業後は、海外ドラマなどを見て、英語学習×娯楽、といった時間を多く取った。 
長期休暇は、グランドキャニオン、フロリダに遊びに行った。 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

とにかく体調を崩したくなかったので、徹夜でのテスト対策など、無茶はしないようにし
た。お酒も完全にコントロールして飲んでいたので、ハメを外すことはなかった。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

無し 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐✔キャンパス保険と個人の保険の二重加入 
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④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐✔はい（種類：） 

☐いいえ 
 
 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮   
何人部屋 （ ２ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
食事は脂っこく高カロリーなものが多かったので、サラダは意識して多めに食べるように
して、毎日ランニングするようにした。習慣の違いで言うと、ルームメイトのアメリカ人
や、隣の部屋のアメリカ人が、音楽を大音量で聞いたり、テレビゲームを良くやっていて
うるさかったので、うまく人間関係を築いた上で、ルールを作ったりして、ゲームや音楽
の時間を制限して自分の勉強や睡眠に支障を来さないようにした。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

枕。 扇子や浴衣は別に持ってこなくても良かった。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

留学スタートする前から、留学にかかった費用に関して、家計簿を付けた方が良い。 
いくら使ってるかを把握しているだけでも、無駄遣いが減り、節約思考になる。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐✔はい  （奨学金名：JASSO奨学金   支給額： ７２万 円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費  食費  
保険代  住居費（寮費）  
予防接種・ビザ代  教科書代  
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☐✔就職 
☐その他（ ） 
 

 
 
②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
自分が日本人であるという自覚がすごく出て来た。日本に貢献出来るような仕事をしたい
と思うようになり、外資よりも日本企業に務めたいと思うようになった。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学生活を通しての一番大きな学びは、キリスト教です。ケンタッキー州にはクリスチャ
ンの人口がとても多く、友達も９割方クリスチャンでした。Bible Studyや Church Service
を通して、彼らの行動基準や考え方、生き方を知ることが出来て、とても刺激になったし、
人に優しく、思いやりや慈愛に満ちた彼らの言動を９ヶ月間見て来て、自分も彼らを見習
いたいと思ったし、日本にいたら絶対に味わえないような愛情や人間関係の温かさを感じ
ることが出来た。世界には、典型的な日本人の生活とは全然違った生き方があるという発
見がすごく刺激的だった。 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

人のためにお金や時間を使う事が増えた。（ケンタッキーの人たちはそういう資源の使い方
をよくしていた。） 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

感受性が高い、学生の時期の留学はなりたい自分を形作るための多くの気づきを与えてく
れます。自分の努力次第で留学のチャンスを掴める場所にいる人には是非とも体験してほ
しい、人生の一大イベントだと思います。 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜２０１４年６月 

所属＆学年｜法学部４年 
卒業予定｜２０１５年３月 

 

留学先大学 ケンタッキー大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約５ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 ２０１３年 ８月 １７日 － ２０１４年 １月 ２日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

卒業論文執筆と多文化コミュニケーション力を磨くため。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

将来、世界で仕事をしたいと思っていたので、大学一年の頃から留学に行きたいとは思っ
ていた。後は、先輩の影響。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

アメリカ 中２、２年 旅行 それぞれ一週間ずつ 

イギリス 

中国 

３年 
２年 

旅行 一週間弱 
旅行 二週間弱 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

２年の夏。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
２、３回したことがある。内容は留学先の大学の相談。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL-ibtは５回受けた！ 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
分からなければ、教授や先輩、友人に聞くと良い。自習はしっかりすべき！ 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
100を１つ、200を２つ、300を２つ。 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

発言すること。分からないところは質問すること。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

友人や先生に質問を聞いた。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

わいわい、がやがや。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

ネット環境は利用者が多いからか、あんまりよくない感じ。データ交換のスピードが遅い。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

パーティ！！とにかく、イベントに参加しまくった！ 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

飲みに行く、バスケの試合を観る、モールでショッピング！etc……… 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

早寝早起き。（できてなかったけどね………） 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

なし。元気百倍アンパンマン。 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☒キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☒はい（種類：いっぱいです。忘れました。脳隨炎予防とか？） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （  ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
夜寝る時間。電気について。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

ちらしずしの素だとか、日本料理を振る舞える道具を用意しておくと良い。簡単で良い。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

留学先の大学のホームページ。 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

節約しないで遊んだほうが良い。（自論） 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名： JASSO奨学金  支給額： 月８万  円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 ２０万？ 食費 ２０万？ 
保険代 ７万？ 住居費（寮費） ３５万 
予防接種・ビザ代 ３万 教科書代 ５万 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
日本だけでなく世界のために仕事をする。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
１１月上旬にボストンキャリアフォーラムに参加。 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

また行きたいし、半年間は短すぎた印象。でも行って良かった！！ 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

自分の夢が明確になった。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

Be ambitious, Meidai-sei!! ;) 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 2月 

所属＆学年｜文学部 4年 
卒業予定｜2015年 3月 

 

留学先大学 セントオラフ大学 

留学先国 アメリカ合衆国 

留学期間 約 5カ月 （4年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 27日 － 2014年 1月 31日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

アメリカに留学しようと思ったのは、自分が将来英語教員になりたくて、英語力を純粋に
鍛えたかったのと、自分の英語が英語を母国語とする国でどの程度通用するか見てみたか
ったからです。セントオラフ大学に留学を決めたのは、一つには学生の人数が少なく、小
さなコミュニティの中で生活できるところに魅力を感じたためです。また日本人がほぼお
らず、日本人で群れるなんてことがないと踏んだのも理由の一つです。プログラム自体は
正直他の大学と大きな違いは見出せませんでしたので、セントオラフ大学を選択した理由
ではありません。ただ結局のところ、セントオラフ大学に決めたのは「直感」が大きかっ
たかなとは思います。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

もともと韓国語が好きで、韓国に留学したいと大学 3 年に上がる直前に思い始めたのがそ
もそもの始まりでした。その後英語教員を志すに当たり、やはり英語圏に留学すべきだと
考え方を変え、最終的には教職の授業で素晴らしい英語指導教官に出会い、その人の授業
を受けるにつけて「やはり英語教員となるなら海外にある程度住む経験が不可欠だ」と判
断したためです。交換留学志望者の多くは大学に入学したころから留学したいと思ってい
た人が多いことを考えると、私の経緯はかなり遅い部類に入ります。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

オーストラリア 中学２年、大学２

年 

市の姉妹提携プログラム(中 2)、名大の夏季モナシュ大

学語学留学プログラム(大 2) 

ロシア 大学３年 文化交流プログラム 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

応募する大学を調べ始めたのは応募の半年くらい前からで、応募書類を準備し始めたのは
１ヶ月くらい前からです。 
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⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
調べられるだけのことは自分で調べようと思っていたので、相談は本当に応募直前まで行
きませんでしたが、第一志望と第二志望の順位をどうしても決められなかったので海外留
学室の岩城先生に相談しました。先生のアドバイスで順位はすぐに決まり、もやもや感も
一掃されました。先生は大学のホームページには載っていない情報や体験談をお持ちなの
で、自分で調べても分からないもの、判断できないものについては相談するのが最も効率
がよく、確実かと思います。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

私はモナシュ大学の語学研修中に受けた IELTSの成績がたまたまよかったため、それを利
用しました。受験回数は一回です。よって特別な語学対策は語学要件に関してはしていま
せん。留学前の８カ月間くらいは洋画・洋ドラマを色々見て、ネイティブが使う表現を覚
えるとともに、リスニングの勉強をしました。リスニングに関してはなかなか効果が上が
りませんでしたが、語彙に関しては、これをやっておいて正解だったと思います。特にス
ラングなどは知っていないと困る場面(周囲の学生がスラングを使ってジョークを言って
いるのに自分だけ分からない、など)があるので、スラングはいろいろ頭に入れた方がいい
と思います。また留学前に受けた英検準一級の語彙対策が結構効きました。英検準一級の
語彙は留学するにあたっての最低限のレベルの語彙を網羅しているため、英検準一級用の
語彙対策も有効です。 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
私は教職を履修しており、帰国後に教育実習に行きます。私は 4 年生を二度繰り返し、名
大を 5 年で卒業する予定です。本当は１度目の四年前期に教育実習に行きたかったのです
が、同年の後期に名大に在籍（つまり留学中ではない状態）していないと教育実習分の単
位が下りないということだったので、仕方なく２度目の四年前期に行くことにしました。
単位については留学開始前の段階で大方必要なものは取り終えていたので、単位取得に関
してアドバイスできることはありません。また単位互換については一切やる予定はありま
せん。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
秋学期：English Language Learners, Beginning Russian, Writing107 
Interim：American Sitcom 
 
秋学期は 3つの授業を履修しました。本当は 4つ履修しようと思ったのですが、履修して
みた授業が難しすぎ、とてもついていけるとは思えなかったので切りました。他に取りた
い授業は全て定員に達していたため、最終的に 3 つになりました。授業は月水金と火木で
分かれており、月水金の授業は一つ 55 分で週 3 回、科目の授業は一つ 1 時間 2０分で週
2回でした。形態は基本的に少人数性で、１クラスの人数は多くても 30人ほどです。どの
クラスでもグループディスカッションが行われ、教員と学生の間のコミュニケーションも
頻繁に行われます。教員が一方的に講義を行い、ただそれを聞くという授業はこちらでは
見たことがありませんでした。履修は留学開始後のオリエンテーション中に紙媒体で行い
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ました。受けたい授業を大学のサイトから選び、紙に書いて提出する形です。リベラルア
ーツということもあり、基本的にどの学部の授業も履修出来ますが、小さな大学なのでも
のすごく多くの授業の種類があるわけではなく、一つの専門につき開講されている授業は
それほど多くはありません。また、少人数性なので人気な授業はすぐ埋まってしまいます。
交換留学生といえど、教員によっては定員に達した授業には入れてくれません(教員にメー
ルをしたりして交渉次第)。また、興味の幅が広くないと、取りたい授業がなくて困るって
こともあります。私がこの口でした。自分の専門にこだわりがあり、あまり幅広く興味を
持っている分野がない人はリベラルアーツは向かないかもしれません。 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

ひとまず予習をしていかないとやっていけないので、できるだけ与えられた課題は終わら
せるようにしていました（とても終わらないことももちろんありましたが）。終わらなかっ
た分はその週の週末にやったりしていました。復習に関しては気が向いた時にやるという
形でしたが、正直もう少し頻繁にやっておけばテスト前や期末レポート前が楽だったかな
と思います。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

やはり一番の問題はリスニングでした。語学留学ではないので、教員は当然ネイティブが
聞くことを想定して話します。学生も当然彼らのスピードで話し、発言するため、非常に
速くて聞き取りづらかったです。自分はどうしても困った時は教員に聞いたりクラスメー
トにアポを取って教えてもらったりしていましたが、ボイスレコーダーで授業を録音すれ
ばよかったと思いました。秋学期に取った English Language Learnersでは、グループ内
の学生 1 人にディスカッション中のヘルプを頼み、他の学生の発言をさりげなく復唱して
もらいました。このおかげでディスカッションについては何とか乗り切っていました。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

全校生徒約 3000 人という小さな大学であるため、学生同士もお互い知り合いが多い感じ
で、アットホームな雰囲気です。また、比較的のんびりしている学生が多い印象で、ガツ
ガツと自分の人生の目標目指して行動！！みたいな学生はあまり見かけませんでした。い
い意味でも悪い意味でも、こういう学生に囲まれるとリラックスできます。学生の構成で
すが、一学年に留学生が 70人ほどいて、アジアからヨーロッパ、アフリカ、南米など世界
各地から学生が集まってきます。ただそのほとんどが正規入学の留学生で、交換留学生は
私の時は 10人ほどしかいませんでした。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

学内にはセントオラフ wifiがあります。教室棟の wifiは基本的に問題ないですが、寮によ
っては、または図書館の一部の部屋では wifiが弱いところもあります。屋外は wifiは弱い
です。私の部屋は全く問題ありませんでした。施設は大学としてそろえるべきものは一通
りそろっているのに加えて、学生がダンスパーティをしたり映画観賞するための部屋など
もちゃんとあり、学生生活をちゃんと考えて作ってあるなという印象でした。周辺ですが、
徒歩 30分圏内がほぼ全て住宅街なので、街の中心街に行く時は無料のバスを利用します。
中心街にはレストランやスーパーなど日常必要になるものはほぼすべてありますが、バス
が 40分おきにしか来ないため、往復するには結構時間がかかります。 
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③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

交換留学生は正規入学の留学生と一緒にオリエンテーションを受けますので、まずそこで
多くの留学生と仲良くなれます。気の合う人を何人か見つけるとその後もずっと付き合い
が続きます。私も 5，6人とかなり仲良くなって、結局留学終了時まで付き合いはずっと変
わりませんでした。ただ、正規留学生は皆 18～20 歳で交換留学生よりは基本的に年下な
うえ、まだ大学 1 年生（つまり高校卒業したばかり）ということもあり、価値観などのズ
レはどうしても否めませんでした。気にしなければいいだけですが、同世代の友人を作っ
ていきたいのならば、授業で知り合う、クラブ活動に所属して知り合う、寮内で友人を作
る、ルームメイトつながりで知り合いを増やす、パーティなどに積極的に参加するなどの
方法もあります。特に upper class の寮に住めば、そこにいるのは 2～4 年生の学生だけ
なので、同世代の友人を作るのは大して難しくはないと思います。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

基本的な平日のサイクルは朝起きて授業行って、授業が全て終わったら図書館に行ってい
つもの友人と勉強し、夕食後も図書館に戻って勉強し、帰って寝るという感じでした。勉強
がもっと早く終わるなら遊びやジムに行く時間を入れてもいいと思いますが、自分はあま
りしませんでした。一方週末は友人たちと町の中心街に行ったり、友人の寮に集まって喋
ったりして、かなり勉強から離れた生活をしていました。最初の内は新鮮さゆえやること
にあまり困りませんでしたが、時間がたつとだんだんやることが限られてきて、またつる
むメンバーもずっと変わらず、やや飽きてきしまったので、幅広く付き合う人を持つこと
を勧めます。長期休暇は名大からの交換留学生の友人とアメリカの都市を回りました。学
内にとどまってもいいですが、休暇によってはお金を払わないと寮にとどまれないので、
私は旅行することにしました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

手洗いうがいは昔からの習慣だったので欠かさずにやっていました。また課題が終わらず
睡眠時間があまり取れない日があったら次の日かその次の日の昼間に仮眠をとって寝不足
を引きずらないようにはしていました。 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

学内の保健所に一度健康について相談しに行き、勧められた薬を町内の薬局で買いました。
風邪などは一度も引きませんでした。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ■個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ■はい（種類：Ｔｄａp(予防接種自体はこれのみ。後は血液検査などで色々お金取られまし
た) ） 
☐いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ■その他（学内シェア
ハウス） 

何人部屋 （ １ ）人 
 

②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
一人部屋でルームメイトがいなかったため、特段困ったことはなかったですが、ごくたま
に冷蔵庫に入れていたものが消えたりしました(笑) 食生活ですが、やはり普通に食事を
しているだけで太ります。特に大学のカフェテリアは食べ放題形式なので、ついつい必要
以上に食べてしまいます。そのカフェテリアですが、セントオラフ大学はアメリカの中で
も料理がおいしいことで有名らしいです。ただ個人的には、おいしいものはおいしいです
が、まずいものはしっかりまずいので、名大の食堂と比べたらかなり味は落ちると思いま
す。服装は日本の大学生と違ってファッションにそこまで気をかける学生はいないので、
好きなように着ればいいと思います。ただ、日本の男性が持っているハンドバッグなどは
アメリカでは女っぽいと敬遠されることが多いので、カバンはバックパックを使うことを
お勧めします。習慣の違いですが、学生はフレンドリーで日本人同士よりは友人関係の距
離が近く、当初は距離間の調整に戸惑いました。マナーに関しては特に気になりませんで
した。ルームメイトがいればもっと変わっていたかなとは思います。安全面ですが、セン
トオラフは非常に平和で、荷物をあちこちに置きっぱなしにしても誰も盗んでいきません
(盗みゼロとまでは言いませんが)。学生も基本的に食堂に行く時などはあちこちに荷物を
置きっぱなしにしていました。最初はビックリしましたが、すぐ慣れます。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

ボイスレコーダーを持っていって、授業を録音すると非常に助かったと思います(自分はし
ませんでした)。後はスーツケースは 2個以上持っていった方が帰りの荷造りに困らなくて
楽だと思いますし、留学後に帰りの荷物を気にせず色々買えると思います。現地で買えば
よかったと思うものは、スポーツシューズやスポーツウェアです。これを買っておけばジ
ムに通う習慣が付いたのかなと思います。持参しなくていいものですが、服やタオル、防
寒具、ティッシュは現地調達でなんとかなりますので、たくさん持ってこなくても大丈夫
です。パソコンですらこっちに来てから買っていた留学生もいました。買おうと思えばア
マゾンなどを使えば何でもそろうので、あまり必要以上に持ってこようと思わなくても大
丈夫です。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

地球の歩き方アメリカ編は特に旅行中に重宝しました。旅行等に役立つ webサイトは地球
の歩き方に載っているリンクから飛べばいいと思います。 

 
Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

セントオラフは寮費とミールプランが 5カ月(秋学期＋Interim)で約５０万円でした。これ
に渡航費、旅行費、教科書代、生活用品購入費、諸々の雑費で 80万弱使いました。支出で
すが、一度授業が始まってしまえば旅行でもしない限り大きな出費はあまりありません。
そのため、初期費用(寮費、ミールプラン、渡航費、教科書代)を払ってしまえば後は個人で
出費は調節できます。支出管理ですが、基本的には銀行口座にいくら残っているかで今ど
のくらい使っているかを管理していましたが、自分は留学資金はほぼ全てアルバイト代と
奨学金を充て、親からの援助にはほとんど頼らなかったので、留学中の支出はあまりこだ
わりませんでした。 
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②奨学金はもらっていましたか？ 
■はい  （奨学金名： JASSO交換留学奨学金  支給額：  月 8万 円） 
☐いいえ 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 約 19万円 食費 ミールプラン 25
万＋諸々の雑費 

保険代 7万円 住居費（寮費） 25万円 
予防接種・ビザ代 予防接種 3万円 

ビザ代 1万円強 
教科書代 2万円ほど。アマゾ

ンで購入すれば
安い 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
■就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
もともと英語教員になろうか企業就職しようか迷っていました。業界も、教育以外に色々
な分野に興味を｢持とうとして｣いました。しかし留学を機に、どうしたら英語力をもっと
高められるのか、どう教育していけばいいのかに関心が完全に集中したため、英語教員に
なる道にほぼ気持ちがかたまりました。また英語教員になったのちは単に日本の大学に入
れるようにするだけではなく、私が留学中に出会った留学生のように海外の大学に進学す
ることも視野に入れて生徒を教育していきたいと思うようになりました。今後は教員採用
試験に向けて勉強するとともに、空き時間を利用して英語の勉強も継続していきます。ち
なみに留学中はたくさん勉強しましたが、院に進学しようと思ったことは一度もありませ
んでした。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
プレエントリー、会社説明会の予約だけは留学中に現地でしました。ただ、気持ちが就活の
方に全く向いてなかったので、ほとんどしていないに近いです。 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

思えば私の留学は常に何かに悩まされていたなという印象です。最初は語学の壁に悩まさ
れ、そのうち健康問題が出てきて悩み、最終的には人間関係に大きく悩みました。腰を据
えて語学や大学の勉強などに向き合えたのは最初の 2，3 カ月だけで、残りの 2 カ月ほど
は本当に何か別のことを考えていたように思えます。その意味では留学の目標にもっと忠
実に従い、周囲に影響されることなく努力するべきだったとは思いますが、そのように色々
な思いをしたのも無駄ではなかったと思っているので、後悔はありません。今は正直なと
ころ日本に帰ってきたこと、もうセントオラフで生活することはないのだということ、も
うあそこで出会った友人とともに勉強し、食事をし、つるむこともないのだということが
信じられません。向こうで当たり前だったことがもはや当たり前ではないのだと考えると、
とても寂しい気持ちになります。 

101



 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

人との距離の取り方、人間関係の折り合いの付け方など、人との関わり方を学びました。
元々人間関係には距離を求めるタイプで、あまり深く友人と関わったりなどは留学前はし
なかったのですが、この留学を機に毎日寮や教室、図書館で会う友人を持ち、関わること
で人との新たな関わり方を感じ、学びました。また、語学面では、もちろん英語力が向上
したことはありますが、それよりも自分がいかに英語ができなかったかを痛感し、また正
規でアメリカに留学する留学生の英語力の高さにも圧倒されたため、自分の英語力に非常
に謙虚になり、今後も継続して勉強していこうと思うようになりました。よく言われる自
分の視野の拡大や積極性の変化などは、まだ帰国直後で留学前とうまく比較できませんの
で何とも言えません。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

自分は留学中人に誇れるようなすごいことをやったわけでもありませんし、色々と悩んだ
こともあって留学の目的を貫徹できたわけでもありません。しかし、留学しなかった方が
よかったかというと、そんなことはないと思います。日本では経験したことのなかった思
いも色々しましたし、そういった経験は少なからず今後の私の行き方に影響を与えると思
います。もし今留学を考えている方がいればそのまま突き進めばいいと思いますし、今迷
っている方がいましたら、留学する方向で考えてみればいいと思います。ただやはり覚え
ておいてほしいのは、留学すること自体は凄いことでもなんでもないのだということです。
大事なことは留学に対してどのような準備をし、留学で何を得て、留学後どうそれを生か
していくかということなので、どうか留学しただけで満足しないでください。その意味で
私の留学もまだ終わっておらず、今後どう生かしていくかにかかっていますし、この留学
を成功とするのか無駄とするのかも今後の私次第です。そのように留学に対して謙虚な気
持ちを持ってほしいと思いますし、留学自体は大したことではないのだと言われてもなお
留学に行きたいと思うのであれば留学に行くべきだと思います。 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜理学研究科 M2 
卒業予定｜2015年 3月 

 

留学先大学 ニューヨーク大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 10ヶ月 （M1年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 3日 － 2013年 5月 20日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

・よく言われる「米国では○○は△△だ」というのが本当に真実なのか確かめたかった。 
・いろんな人がいるところに行きたかったので、ニューヨークはひとつのベストな選択肢
だと思った。 
・自分の研究テーマに関連する研究室が多かった。 
・志願者数的に受かる可能性が高かった。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

（特に米国留学の場合は金銭的な意味で）留学など雲の上の話などと思っていたが、交換
留学制度を用いると正規の留学に対してかなり低いコストで留学が可能なことを知ったた
め。また、ずっと同じ集団（特に院生なのでこれは顕著）に属していることに気持ち悪さを
感じ始めたため。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

韓国 小 3 文化体験的なホームステイ、3週間 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

2年程度。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
かなり多くの回数・時間（おそらく合計で 10時間以上）で相談に乗って頂いた。志願校の
決め方について、必要条件についての誤解、留学先とのトラブルの対処などあらゆる面で
助けて頂いた。 
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Ｂ．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

ほとんどはオンラインレッスン（3-4 年ほど前から流行りだしたフィリピン英会話）で勉
強した。また、英語の音声学もある程度学んだ。試験は IELTSを 3回受験した。 
■NYUは IELTSを受け付ける部門と受け付ない部門があるので注意してください■ 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
単位取得や互換は所属部署によるのでなんとも言えない（僕の場合は研究単位が認められ
なければ名大院を中退することも視野に入れていた）。教職は、教育実習及び介護等体験そ
のものに被せるのは無理だが、そのためのオリエンテーションに参加できない分について
は救済措置が存在するので事務に相談すること。落としたりしなければ、教職の実習系以
外の単位よりも卒業単位が先に揃ってしまう（教職のためだけに留年が必要になる）とい
うことはないと思う。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
Macromolecular Chemistry: 
タイトルに反して内容はタンパク質等の結晶学で、講義及び論文のプレゼン発表とそれに
対するディスカッション。評価は試験、プレゼンの出来とディスカッションへの参加度、
そして課題の本に対するレポート。 
 
Dynamics: 
剛体力学と連続体力学。普通の講義で、評価はほぼ試験。落とした。 
 
Intro to Math Analysis: 
公理系からフーリエ級数までの解析学で、講義形式。評価は試験 8割とレポート 2割。教
授が学生にとても非協力的で、質問は全て TAに、と言った態度で非常に落胆した。レポー
トや試験の解答も一切なく、最もつまらなかった授業（それでも他の試しに出席した数学
系の授業よりはまともだった）。紹介された補助の博士課程学生（TA とは別）からはメー
ルの返信すら返ってこなかった。落とした。 
 
Scientific Computing: 
数値的解法。講義。評価は試験 3割レポート 7割。レポートが異常な量と難易度だったが、
個人的には内容がすごく面白かったので良かった。 
 
Advanced Biophysial Chemistry: 
タンパク質と DNA/RNAの相互作用。講義ではなく、全て学生のプレゼン発表で、評価は
プレゼントそれに対するディスカッションの出来。 
 
Special Topics: BioPhysical Modeling Non-Equilibrium Statistical Physics: 
生体の数学・物理的シミュレーション。講義及びディスカッション形式。評価はディスカ
ッションと宿題の半々。 

 
 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

特になし。 
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③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

・交換留学生の身分だと、Dynamicsの宿題を解くためのソフト（Mathematica）を家で
使用することが出来なかった。これはどれだけ大学の事務と話しても解決しなかった。 
・Scientific Computing で使用するソフト（Matlab）も同じ状況だったが、これは別のツ
ールで代用した。 
・Scientific Computing の宿題があまりにも難しく自力で解くのはほとんど不可能なレベ
ルだったが、TAの方に助けを乞う形で何とかなった。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

授業内外で大学そのものの雰囲気はとても明るく、名大とは比べ物にならない。ただ宿題
の量も比べ物にならず、院生は皆（僕を含めて）宿題や授業準備で死にそうになっていた
（学部もそうなのかはわからない）。これは共通見解のようで、入学式でも、総長に値する
方から「どうせ学期が始まれば他のことは何も出来ないのだから」的な挨拶がなされた。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

有線のネットは大丈夫だが、無線の環境はまちまちで、建物によって安定性が異なりあま
り当てに出来ない。少なくとも名大よりは圧倒的に不安定。 
図書館やスポーツジムの出来は素晴らしく、（当然）学生は無料。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

授業の内容について周りに相談する形で友だちを作った。また、研究室では研究内容につ
いて頻繁に話す必要があった。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

当初はジムや柔道場に行ったり図書館で子供に勉強を教えたりしていたが、途中から宿題
と研究に追われあまり学業以外のことができなくなってしまった。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特に無し。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

一度風邪を引いて大学の病院を利用した。検診と薬代で 20ドル程度だったと思う。 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ■キャンパス保険と個人の保険の二重加入 
 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ■はい（種類：多すぎて覚えていない） 

☐いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☐アパート ■ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ 1 ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
日本と比べていわゆる「危ない人」が圧倒的に多い。目を合わせないことが大事だが、合
わせなくてもむこうから向かってくることもある。 
物乞い（金乞い？）の数も多い。これもただ駅等に陣取っている人や、こちらに向かって
くる人、恐喝まがいや募金の形などいろいろ。対処としては、英語が話せないふりをする
か、少額を払ってやり過ごすか、お金はないと強く断るか。 
食事は基本的にあまり美味しくはなかったが、もっとお金を出せばいいものが食べられる
のかもしれない。僕は基本的にホームステイ先で出る食事以外は一食～10ドル（ブルック
リン）、~20ドル（マンハッタン）程度だった。 
公共交通機関が時間にとても不正確（それでもニューヨークが最も正確らしい）。 
マナーで困ったことはなかったように思う。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

いろいろなものを持っていったが、荷物になるので、服など確実に必要なことがわかって
いるもの以外は現地で買ったり個別に輸入したりした方がいいと思う。大抵のものは日米
両方の Amazon で手に入るような気がする（日本 Amazon を使うともちろん送料はかか
るが）。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

Yelp 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

航空券は片道 8 万円ぐらいのものがある。国内での長距離移動は大抵の場合でバスが最安
値。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
■はい（奨学金名：JASSO留学生交流支援制度（短期派遣）奨学金 支給額：900,000円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 17万 食費 40万 
保険代 30万？ 住居費（寮費） 80万 
予防接種・ビザ代 7万？ 教科書代 5万 

 
 
 
 

107



 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☐就職 
■その他（未定） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
当初は博士課程に行くか教員になるかの 2 択だったが、（特にこの 2 つは卒業後すぐにな
らなくても一応は大丈夫だという部分があるので）今はもっと他の選択肢を吟味してから
決めたいと思っている。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
就職活動は行わなかった。 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

日本の食事は素晴らしい。日本と比べたとき、アメリカ（少なくともニューヨーク）の食
事にいいところはなにもない。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

・英語（特にリスニング能力）と学力は確実に大きく向上した。 
・米国も日本と同様に多くの問題を抱えているのだと感じるようになった。むしろ、人種
や文化の問題が大きい米国のほうがはるかに深刻ではないかと思う。 
・留学と直接の関係はないのかもしれないが、前述したようにたった 2 択だった選択肢が
自分の中で大きく広がった。いろいろなことを試そうと思うようになった。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学はおすすめしますが、研究と授業の両立は死にそうになるのでおすすめしません。 
 

 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 2月 

所属＆学年｜工学部電気電子情報工学科２年 
卒業予定｜2016年 4月 

 

留学先大学 ノースカロライナ州立大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 4ヶ月 （２年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 21日 － 2013年 12月 7日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

アメリカの文化が大好きで、それでノースカロライナ州立大学は電気工学の研究がとても
優秀なので、もっと立派な専門知識の教育を受けられると思いますから、そちらに交換留
学をしました。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

アメリカでの学生生活を理解し、アメリカへの大学院の進学のために準備すること、それ
で英語力を挙げるために、交換留学に行きました。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

   

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

1ヶ月間ぐらいです。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
海外へのビザや手続きの申請を相談しました。 
 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

高校の時に Toeflを２回受けました。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
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C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
ECE303 Electromagnetics Field 
ECE305 Power System 
PY301 Quantum Mechanics 
ECE209 C Language 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

集中して授業をうけます。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

英語のスピードははやかったです。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

雰囲気はすばらしかったです。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

たくさん現地の友達を作りました。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

旅行しました。 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

麻薬を吸わないように注意すること。学校内は麻薬をすう学生がいますから、友達になっ
ても良いですが、麻薬を絶対に吸わないでください。 
 

 
 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
保険料はたかいけど、医療費は無いです。 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☒いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （  2）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
特にありません。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

特にありません。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/ 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

生活費はずいぶん高いですから、節約のほうが良いと思います。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐はい  （奨学金名：   支給額：   円） 
☒いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 150000円 食費 1000000円 
保険代 80000円 住居費（寮費） 280000円 
予防接種・ビザ代 16000円 教科書代 0円 

 
 
 
 
 

112

http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/


H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
アメリカへの長期留学や大学院の進学をするつもりです。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

アメリカの文化や美しさ、学生生活は深く印象を残りました。学校の雰囲気は良くて、授
業で討論するとか、学校が終わった後たくさんアメリカ人の友達とハングアウトするとか、
さびしくない留学生活をすごしました。 
 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

もっと早くアメリカにいく気持ちがつよくなりました。 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

多方面を考えて留学にいきます。 
 

以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年６月 

所属＆学年｜農学部 ３年 
卒業予定｜2016年３月 

 

留学先大学 南イリノイ大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約１０ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 ８月 12日 － 2014年 ５月 16日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

大学の交換留学のプログラムは、個人で留学に行くよりも、経済的にも身分的にも保証が
されていたので、このプログラムを選んだ。留学先をアメリカ内でかんがえた理由は、ア
メリカ流の「受け身でなはない」授業を受けてみたかったから。また、南イリノイに決め
たのは、自分の学科の専門である森林学で有名な大學であったから。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

もともと留学にいきたいという希望があり、周りにこの交換留学の制度を利用して海外へ
留学されていた先輩方がたくさんいらっしゃったので、自分も是非この交換留学で海外へ
行き。勉強したいという気持ちになった。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

タイ・カンボジア 

 

高校２年生 ２週間、観光 

中国 小学６年生 ホームステイ 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

応募と同時にはじめました。 
 

⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
１０回以上御世話になったと思います。TOEFLの勉強で行き詰ったり、留学先を変更しな
ければいけない事態の時に、よくお話をさせてもらいました。そこで相談ができたからこ
そ、きちんと自分のやるべきことや、行きたい大学が定まったのだと思います。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLを１０回以上受けました。 
異なる参考書を大量に購入して勉強するのではなく、先輩たちから譲っていただいた参考
書を何回も繰り返し解きました。 
 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
単位取得については、きちんと課題を出すことができれば頂けると思います。単位互換に
ついては、もともとあまり有効ではないと聞いていたので、自分の専門以外の授業も積極
的にとっていました。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
.SPCM１０１、２１０ 週２回、スモールグループでのディスカッション、前期と後期二
回に分けての履修 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

 
予習をできる授業では、なんとなくでもいいから質問したいことを考えてから授業に臨ん
だ。宿題は必ず早めに終わらせた。 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

 
レポートの書き方がいまいちわからなかった時があり、ネイティブの友だちやライティン
グセンターという学校の中の施設で書きかたを教わっていた。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

 
学校全体が町みたいになっているところで、みんなが SIU大好き。グッズも町中にあるし、
家族みんなで、学校でお昼をたべている人たちもいた。学内には森林も多く、みんな木の
下で勉強したり昼寝をしたり、そんなのんびりとした良いところ。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

 
ネットは学内にいる限りはどこでも wifiが使えるし、タブレットも無料で貸出してもらえ
るので、こまったことはなかった。ただ、学内でバスを使用する人も多いほど広い大学な
ので、授業と授業の合間の移動が大変だった。 
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③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
とにかく授業中に積極的に話しかけたり、発言をしたりすることで、交流することができ
た。基本的に仲良くなれた人は友だちの友だちなど、紹介してもらった方が仲良くなりや
すかった。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

友だちとドライブに行ったり、自分たちの州以外の州へ旅行に行った。 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

とにかく体調はなるべく崩さないように自炊できるときは自炊で食生活に気を付けてい
た。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

病院へはみんなと予防接種を受けにいった。医療費は SIUの保険からでるのでほとんどと
られなかった。 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☒はい（種類：） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☒アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
共同生活の場所をきれいに使う人と使わない人がいて、国によって考え方の違いがあった
ので、そこはとまどった。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

日本のおりがみやお菓子など、ちょっとしたお土産があるといいと思う。服はあまり持参
しないで、向こうの気候にあわせて向こうで買う方が良いと感じた。 
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④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

普段は節約して、旅行の時に思いっきり遊ぶ方がいいかも。 
 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：Jasso   支給額： ８００００  円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費  食費  
保険代  住居費（寮費）  
予防接種・ビザ代  教科書代  

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
会社でも大学院でも、世界に繋がりがある場所がいいと思うようになりました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

すごく授業では大変なこともつらいこともあった反面、頑張ったし、面白かったからこそ、
そこで得ることができた物や友達がいる。あの楽しくていろんな価値観を共有できる場所
に戻りたいです。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

アメリカにはほんとにいろんな国籍・人種の人たちがいたし、セクシュアリティーも様々。
でもみんなほんとにオープンなので、自分をさらけだすことにあまり抵抗がなくなりまし
た。あとはいろんなひとの価値観に触れることができたので、視野が少しひろくなったよ
うに思います。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

行こうか行かないか迷っているなら、ぜひ「行く」を選んでほしいです。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2016年 6月 

所属＆学年｜農学部生物環境科学科 3年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 南イリノイ大学カーボンデール校 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 10ヶ月 （3年次に留学） 

留学開始－終了 2015年 8月 17日 － 2016年 5月 9日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

将来大学院留学を希望する身として交換留学はその前段階として絶好の機会だと思いまし
た。世界的に研究が進んでおり、自分の専門である森林学も発達しているアメリカは私に
一番合った国だと思ったので希望しました。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

高校生のころから英語に興味があり、漠然と大学に入ったら留学がしたいと強く思ってい
ました。大学入学後もその気持ちは変わらず、様々な経験をするうちに将来やりたいこと
も見えてきて、そのためには大学院留学も必要だということに気づきました。とともに基
礎セミナーで留学のとびらを取ったり、1年生のころから準備を進めていき、3年生で実現
に至りました。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

アメリカ(オレゴン) 高校 2年 親戚訪問 2週間 

アメリカ(カリフォルニア) 大学 1年 旅行 2週間 

インドネシア 大学 1年 スタディーツアー10日間 

フィリピン 大学 2年 NPOインターンシップ 1か月間 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

基礎セミナー「留学のとびら」を取っていました。それを最初とすれば 1年生の 4月から
ですが、実際語学スコアや面接のことを考え始めたのは 2年生のはじめからです。 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
二度ほど個別相談を利用しました。英語のスコアやどの大学がよいか、他の志望者の状況
はどうなのかなどを相談しました。参考にはなりましたが留学経験者の先輩や同じく留学
を目指す友達との情報交換の方が圧倒的に多かったです。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFLは 2回受けました。IELTSは受けていません。自分で勉強していたのでどうしても
怠慢になってしまい、思ったような点数が取れませんでした。今のように留学センターで
も TOEFLの講座があまりなかったので(あっても理系 3年生の授業スケジュールとかぶっ
てしまい出席できなかった)、もっと充実していたらよかったのにと思います。 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
農学部では 1 年を通して実験の単位が出るので、3 年生の途中から留学した私は単位変換
もできず 1 年延ばさざるを得ませんでした。ただ、大学院留学を目指したい私としては 1
年延ばさずに 4年生として帰ってくるより、1年延ばしてでも 3年生から始める方が準備
期間が長いので、これで良かったと思います。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
① BIOL 307 Principles of Ecology 

週 3 回 50 分、レクチャー形式、教科書にそって先生がひたすら話す、月 2 回ほどの
クイズ、中間と期末テスト 

② FOR 201 Ecology: N American Forests 
週 2回 90分、レクチャー形式、スライドにそって授業、3～4回ほどテスト 

③ SPAN 140A Elementary Spanish 
④ SPAN 140B Elementary Spanish 

週 4回 50分、20名ほどのクラス、教科書に沿って、チャプターごとにテスト＋オー
ラルテストと期末テスト 

⑤ LING 101 English Comp. for ESL 
週 3回 50分、留学生用の基礎的なアカデミックエッセイの授業、3回エッセイ、数回
クイズ 

⑥ FOR 220 Intro to Forest Recreation 
週 3回 50分、レクチャー形式、国立公園の設計・維持の仕方など、ペーパー2回、中
間テストと期末テスト 

⑦ KIN 100 Introduction to Dance 
週 2回 90分、バレエ・モダンダンス・ジャズダンスの初級の講座、ボキャブラリーク
イズ 2回、実演テスト 2回 

⑧ SPCM 101 Intro: Oral Communication 
週 3 回 50 分、ほとんど毎日ディスカッション、スピーチ 3 回、リアクションペーパ
ー3～4回、その他宿題、中間期末テスト 

⑨ HORT 238 Home gardening 
週 2回 120分半学期、レクチャー形式、中間期末テスト、ガーデンデザインなどの宿
題 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

授業にもよりますが、クラスメイトと仲良くするようにしていました。わからないところ
があれば聞けるし、授業外で遊んだりと友達をつくるきっかけにもなります。先生ともな
るべく個人的に話すようにして、 
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③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 
授業についていくことが大変でした。先生の言っていることや授業で今何が行われている
のか、英語がわからないとまったく手も足も出せなくなります。そういったときは近くに
いるクラスメイトに聞いたり、授業後に先生に個人的に質問しに行ったりしました。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

田舎の小さな町で、ほとんどが大学生という状況だったので、週末はみんなパーティー、
平日は図書館か家でのんびりというかんじでした。キャンパスも自然豊かできれいな湖や
野生動物たちがいて、時間の流れがゆっくりに感じました。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学でも家でも Wifi があったので基本的にどこでも SNS を使って日本の友達・家族とも
連絡をとれました。また、大きなジムやボーリング・ビリヤード施設、レストランもたく
さんあり、レクリエーションも大いに楽しむことができました。それぞれ徒歩圏内または
自転車圏内だったので移動も楽でした。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

アパートにはたくさん留学生がいたので、共用のキッチンで友達と交流しました。留学生
同士はけっこうイベントなどでよく出会い、共通の友達もいてお互いよく見知っていたの
で、アメリカ人の友達より頻繁に遊んでいました。アメリカ人の友達とは授業で一緒だっ
た子や国際関係に興味のある子と友達でした。 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

平日は友達とご飯を一緒に食べたりジムに行ったりしていました。週末は少し遠出をした
り(BBQ、自然公園、ワイナリー)、夜はハウスパーティーやバーに行って楽しみました。長
期休暇はアメリカの観光名所に行きました(NY,FLなど) 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

特にないです。太らないためにズンバやヨガなどの教室に定期的に通っていました。 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
一度も体調は崩しませんでした。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☒はい（種類：おたふくかぜ） 

☐いいえ 
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Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☒アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ １ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
日本のように謝りすぎないこと、もぞもぞしないことを心がけて、意見をはっきりするこ
とを気を付けていました。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

持参するものは生活必要最低限で良いと思います。アメリカはほとんど日本と変わらない
のでなんでも手に入ります。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

ネット上ではなかなか生活状況をリアルに見聞きできないので、経験者に聞くことが一番
良いと思います。 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

正直奨学金をもらっていなければきつかったです。大学のオンキャンパスの寮はミールプ
ランもついていて高すぎるのでオフキャンパスに住むことをお勧めします。 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：JASSO 支給額：月 8万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 18万円 食費 月 1～2万円 
保険代 5万円 住居費（寮費） 月 4万円 
予防接種・ビザ代 6000円 教科書代 4万円 
旅行費 30万円 Fee 40万円 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
留学前は海外に関わる仕事に興味があったものの、日本で普通に就職し安定した生活を送
るのもいいなと心が変わり始めていました。そのため出国直前はあまり留学に行きたくな
くて不安しかなかったのですが、留学後半から大きく心が変わり始めて、やはり自分がも
ともといいなと思っていた仕事(国際機関で働くこと)を目指したい、そのために大学院留
学もしたいと強く思い始めるようになりました。人生一度なのだから生きている限りどう
にかなる、挑戦したいと思います。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
就職活動は行っていません。 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学をして本当によかった、楽しかったの一言に尽きます。世界中の仲間ができたこと、
自分の将来への挑戦心、この留学でついた自信、留学中のひとつひとつの光景を思い出す
たび優しい気持ちになって映画を見ているようなそんな気分になります。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

自分への自信がついたこと、将来の生き方への考え方、選択肢も広まりました。世界中の
仲間から学んださまざまな知識、世界の国々のこと、世界ってこんなに広いんだというこ
と、帰国してから日本で前と同じ生活を送る中でも、毎日地球のどこかで誰かがその人の
生活を送っていること、私の生きている世界は名古屋だけじゃない、日本だけじゃないと
いうことを日々意識するようになりました。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

自分で行ってみないと、いくら私が良さを説明しても届かないと思います。行って、自分
で見て、聞いて、世界の素晴らしさを感じてきてください。帰ってきたらぜひその感動を
分かち合いましょう。 

 
以上 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜工学研究科 M2 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 ミネソタ大学 

留学先国 アメリカ 

留学期間 約 9ヶ月 （2013年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 1日 － 2014年 5月 17日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

自分のキャリアを実現させるためには英語力が必須ということで、学費があまり掛からず
奨学金もでる交換留学をしようと決めた。アメリカを選んだ理由は、やはり英語を母国語
としているということと、大学生の意識が高いことが挙げられる。その中でもミネソタ大
学は私の興味があった MOT(Management Of Technology)に力を入れていた。 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

大学入学時から学生のうちに英語を習得するという目標があり、そんな中交換留学の存在
を知った。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

シカゴ B3 短期語学留学（1か月） 

   

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

4か月前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
利用回数は 3～5回。そのうち応募前に TOEFLに関する相談が 1回、留学先決定に関する
相談が 1~2回、ミネソタ大学に関する相談が 1~2回。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

夏休みに 1か月の語学留学経験あり。TOEFL対策は模擬問題を一回程度解き、受験回数は
1回。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位互換は特に考えていなかったので、特になし。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
Fall 2013 
・ESL 3001 Integrated English Skills 2単位 留学生向けのアカデミックに必要とされ
る総合的な最低限のスキル 
・ESL 3202 Academic Reading & Composition 5単位 留学生向けのアカデミック必要
とされる最低限のライティングスキル 
・PE 1048 Bowling 1単位 体育：ボーリング 
・PHYS 4101 Quantum Mechanics 4単位 量子力学の基礎 
Spring 2014 
・DES 1111 Creative Problem Solving 3単位 毎週クリエイティブの求められる課題
をこなし、クリエイティビティを養う 
・DES 3141 Technology, Design, and Society 3単位 デザインとテクノロジーの事を
大まかに学ぶ 
・DNCE 1343 Hip Hop Movement 1単位 ヒップホップダンスの動きの基礎と文化的背
景を学ぶ 
・MUS 1471 Guitar 2単位 初心者向けギターレッスン 
・PE 1072 1単位 体育：サッカー 
・PHYS 4211 Introduction of Solid State 3単位 固体結晶物理の基礎 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

まず、自分の興味のある授業を取る。春秋と受講した物理は大変難しかったので、毎週の
ようにオフィスアワーを利用した。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

物理の課題が毎週難しかったのでとにかくオフィスアワーを利用し、先生に積極的に質問
をした。 
 

 
Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

大学の雰囲気は良く、生徒も勉強熱心。冬が極端に寒く、長い。 
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②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 
ネット環境は良く周辺市施設も充実していた。週末無料で映画を上映するキャンパス内の
映画館がお気に入り。 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

ルームメイトとは積極的に会話をした。ジャパニーズスピーカー以外の友達を積極的に作
った。学内の学生グループによるソーシャルに時折参加した。キリスト教の友人も作った。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

学期中の休日は基本的に宿題に費やした。長期休暇は州外や海外に足を伸ばした。 
 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

なるべくバランスの取れた食生活を心掛けた。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

通院経験無し。数回風邪をこじらせたため風邪薬の費用として$30前後 
 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☒はい（種類：） 

☐いいえ 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ 4 ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
時折トイレがつまったがそれ以外はおおむね良かった。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

スリッパサンダルとサッカー靴を持参すればと後悔した 
 

④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
現地学生が投稿する Facebookの中古品売買サイト 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

郵貯からWells Fargoに送金したところかなりの手数料がかかったのでこの方法はあまり
お勧めできない 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：   Jasso支給額：   8万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 24万 食費  
保険代 20万 住居費（寮費） 70万 
予防接種・ビザ代 ～3万 教科書代 2万 

 
 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
本プログラムを終え、海外で働きたいという意思がさらに強くなった。留学以前は、修士
終了後は技術職に就き、それから海外勤務をしてみたいといったビジョンがあったが、留
学を終えて、修士終了後はすぐに海外で働ける職種、例えば商社などへの就職といった新
しい選択肢が生まれた。これから 2 年弱、大学院生として研究に励み、進路に関してじっ
くり考えていきたい。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

1年留学すれば英語が完璧になるかと思ったが、その目標は達成することが出来なかった。
色々と掲げていた目標が中途半端に終わってしまったことがとても悔しい。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

英語力は間違いなく向上した。また、どのようなことも恐れずにチャレンジできるように
なった。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

スタート地点は人それぞれだと思いますが、一年間で英語がネイティブのように話せるよ
うになるのはかなり難しいです。しかし、留学自体は It’s definitely worth itです。  
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜情報文化学部４年 
卒業予定｜2015年 3月 

 

留学先大学 ミネソタ大学 

留学先国 米国 

留学期間 約 10ヶ月 （4年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 9月 2日 － 2014年 5月 17日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

米国の多文化を身をもって学び、自分の視野を広げたうえで自分の意見を持てるようにな
るため。 
英語力向上のため 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

マスメディアにつとめたいと思っていた。世界のテレビの歴史の比較の講義をとり、何事
にも世界との比較が大切だと感じたり、自分の視野が大変狭いと感じるようになった。就
職を前にし、自分の目指す業界に限らずこれから働くうえで、異文化で生活しその視野を
広げたり適応性を養いたいと思うようになった。 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

オーストラリア ２ ２か月語学留学 

韓国 ３ ３日旅行 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

３年の８月。応募の直前です。 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
もともと、留学すれば就職や卒業を延期することはわかっていたので（４年次での１年留
学になるため）、留学するか自体決めかねていた。応募直前に TOEFL を受けたが、“まずは
実力を見てできそうだったら留学も考えよう”といった気持だった。岩城先生、星野先生に
は留学するかを迷っている時点で何度かお世話になり背中を押していただいた。留年する
デメリットとはくらべものにならないほど収穫は大きいという言葉をいただいたのは大き
な背中押しであった。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL３回受験。８月に留学すると決めてから、１１月に正式に必要点を満たすまで
TOEFLの勉強を続けた。その後は英語の本を買って自分のペースですすめた。 
 

 
②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 

単位互換はしていません。 
 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
前期 
Jour 5725 management of media organizations 
Mus 3200 campus singers 
後期 
Comm 1101 public speaking 
Jour 3005 mass media effects 
Chic service learning in the chicano 
私の場合ほとんどの講義が 90 分週２回でした。１日２時間以上で週１のものもありまし
た。ナイトクラスもとりましたが、夜 8時 50分まででした。 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

１番前に座ること。教授のオフィスアワーや、講義前後に質問しに行くこと。近くに座っ
た人に、前もって助けてもらえるようにお願いしておくこと。毎講義録音して復習するこ
と。 
 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

英語がわからない！録音はかなり役立ちました。 
 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

大きくて自然もきれい。施設もとても充実していると思います。寒いところなので、地下
トンネルでいくつかの建物がつながっています。 
 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

大学の wifiは万全だと思います。たまに調子悪い時もありましたが、ほとんど問題なく快
適に使えていました。設置 PCも充実していました。あまり自分の PCを持ち歩きたくない
と思っていたのですが、図書館やいろいろな場所に PC が多くあったので、持ち歩く必要
もありませんでした。 
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③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 
偶然クラスで話しかけた友だちがみんないい子で、その子達がまた友達を紹介してくれる、
といった感じ。ひとに恵まれて本当に幸運だったと思っている。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

長期休暇は旅行したり、友だちの家で遊ばせてもらったり。 
あとは教授たちの研究発表のようなものや、conference、学生のコンサートも頻繁に行わ
れていたので、そういうところに授業後はよく行って楽しんでいました。あとはお勉強。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

とにかく寒いので冬の間はコート重ね着して雪だるまみたいになっていました 
 

②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 
幸運にも元気で過ごせました 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☒留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☒はい（種類：） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ２ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
夜は１２時すぎても騒がしい時が多かったです。あとはとりあえず寒いので、服装に困る
ときもありました。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

日本のごはん、もっと持っていけばよかったです。 
持参しなくてもよかったのは生活に必要な洗顔石鹸とか、服。よく言われることですが、
日本とは服装が違うので、いっぱい持っていった服も着るものが固定化されてきて、結局
着ずに終わった服もありました。持ち帰りの手間を考えれば、あちらで買ったほうが安い
と考えられます。 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 
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Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

 
 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☒はい  （奨学金名：jasso支給額： 80000円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費  食費  
保険代  住居費（寮費）  
予防接種・ビザ代  教科書代  

 
H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☒就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
米国で学んだことは多くありますが、１番はやはり多文化性でした。これからも視野広く、
何事にも敏感でいたいと思います。海外で働きたい欲も強まりました。 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 

 
 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

本当に楽しい１年間でした。勉強面では米国でしか学べないようなことが学べ、大量の
reading も楽しんで読めていました。それ以外の面でも、多くの素敵な友人に恵まれとて
も充実して幸せな日々でした。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

知識欲が深くなりましたし、わからないことは積極的に聞いてみるようにもなりました。
視野も広められたと思います。 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学はぜひ経験してほしいと思います。本やネットだけではわからないことがいっぱいあ
ります。そして、日本をもっと考え、今後どう向き合っていくかのきっかけにもなります。 
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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2014年 6月 

所属＆学年｜情報文化学部４年 
卒業予定｜2016年 3月 

 

留学先大学 トロント大学 

留学先国 カナダ 

留学期間 約９ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 2013年 8月 24日 － 2014年 5月 25日 

 
 
Ａ．留学に至った経緯や留学準備について 
①留学する大学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

トロントという街の魅力、移民研究、大学のレベル 
 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

２年生のときにたまたま受けた異文化理解に関するセミナーの内容に刺激されたため 
 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

ベルギー 小学一年 親の仕事 

中国 中学２年 旅行 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか？ 

３ヶ月前 
 

 
⑤海外留学室の個別相談を利用した方は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ
さい（利用していない方は、利用しなかった理由や状況など）。 
留学に行こうと決めたときから、相談に行きました。得られる情報は非常に多いと思うの
で、行くに越したことはないと思います。 

 
 

B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

IELTSを一発勝負で受けました。対策は本屋に売っていた対策本を使用。 
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②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
正規学生に混ざっていい成績を取るのは難しい。名大の単位互換は他の日本の大学から来
ていた学生に話を聞く限り、相対的に非常に不便。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例：ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間
数、形態、授業の内容、履修方法、などについて教えて下さい。 
ENV221(222) Multidisciplinary(Interdisciplinary) Environmental Studies レクチャー
が週２回、ディスカッションが週 1回 環境問題を様々な視点から見つめ直す授業でした 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努力や工夫をしていましたか？ 

後で聞き直せるように講義をレコーダーで録音していました。始めの方の授業でに分から
ない単語を沢山メモしておくと、後の方の授業で非常に役に立つ 

 
③学習面で困ったことはありましたか？どのように解決しましたか？ 

僕はスピーキングが出来ませんでした。友達のの会派は大丈夫でもクラス内ディスカッシ
ョンは散々でした。事前準備あるのみです。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や大学の校風について教えてください。 

とにかくまじめな大学。課題やリーディングの量が多く、正規学生は成績を取る為に遊び
は棒に振って学業に専念している人が多いイメージ。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード面について教えてください。 

Wifi はどこにいってもある。勉強施設、リラックスできる環境、スポーツ施設、全てが素
晴らしかった。 
 

 
③留学先でどのようにして現地の学生と交流を深めましたか（具体的にお願いします）？ 

寮のイベントに積極的に顔を出すことで少し筒友達を増やしていきました。 
 

 
④余暇の過ごし方（授業後や長期休暇など）について教えてください。 

交換留学生の友達と出かける。市内にはあらゆる国のおいしいレストランがあったため、
毎週のように外食していました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛生面について注意していたことはありますか？ 

あまりストレスを溜め込まないように、友達と出かけたり、定期的に運動したりしていた。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

特に病気にはかかっていない。かかったとしても、大学から保険に加入させられるので、
莫大な医療費がかかることはおそらくない。 
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③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の大学が用意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☐個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか？ 
 ☐はい（種類：） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☐寮 ☐下宿 ☐アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （ ４ ）人 

 
②生活（住居、食生活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全面などについて、
困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
ルームメイトの一人が食後に皿洗いをサボることが多く、中々直らなかった。 
 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

冬は極寒なので、ヒートテック製品。くつ下、タイツなど 
 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、webサイト）を教えてください。 

カナダの総合サイト http://www.e-maple.net 
 

 
 

Ｇ.留学費用について 
①留学費用や支出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

物価が高いので、外食や旅行などはかなり費用がかさむ。出費はすべて exelで管理してい
ました 

 
②奨学金はもらっていましたか？ 
☐はい  （奨学金名： JASSO  支給額：  計６４万円） 
☐いいえ 
 
③差し支えなければおおよその留学費用を教えてください。*内容の費目は自由に変えてください。 

内容 金額 内容 金額 

渡航費 １８万円 食費  
保険代 １０万円 住居費（寮費） CAD 7,610 
予防接種・ビザ代  教科書代 CAD 150 
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H.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☐進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え方
や気持ちの変化があれば教えてください。 
まだ業界や業種は絞っていないが、留学を通して、将来の進路の選択肢が増えたと思う。 
 

 
③留学中に就職活動を行った方は、具体的なエントリー、一時帰国の時期、感想などを教えてく
ださい。海外留学生用の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
 
 

 
 

I.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

留学すると決めて、後悔したことはないです。逆に留学せずにこんなに素敵な経験を逃し
ていたら、相当後悔していたと思います。 

 
②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか？ 

もっと色んな活動に関わって、挑戦を続けていこうという意識 
 

 
③現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

留学を終え、帰国者同士で集まって交流していて、留学しなければよかったって言った人
を聞いたことがありません。思い切って挑戦してみたら必ず素敵な経験が出来ると思いま
す！ 

 

以上 
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