
短期研修報告書 

記入｜ 平成 27年 10月 

所属＆学年｜ 三重大学 工学部 3年生 

 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学研修 

留学した期間 平成 27年 8月 30日 ～ 平成 27年 9月 18日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

海外の生活や文化を経験したり、現地の英語に触れたいという動機で応募しました。留学前

に英会話教室で３ヶ月ほどでしたが英会話の勉強をしました。 

 

２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

午前中にライティングとコミュニケーションの授業があり、午後はアクティビティや講義が

ありました。授業は全員が参加できるような形で行われてとても有意義でした。留学先の大

学で日本語を学んでいる学生と授業や交流会で交流することができました。 

 

３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

寮での生活は近くにスーパーや飲食店があり、部屋も比較的きれいで不自由なく生活できま

した。移動も大学内にバスが走っているので困らなかったです。 

 

４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

郊外は危険な事が多いと感じましたが、大学内では危険な事はほとんどないし、現地の学生

も優しく安全に感じました。 

 

５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

現地の英語に触れたり、授業を受けることで自分の英語能力に対する課題を身をもって感じ

ました。また、現地の学生の勉強に対する意識に刺激を受けました。英語だけでなく日頃の

学習も頑張っていかなければならないと強く感じました。 

普段経験できない事が多く、毎日充実した生活を送ることができ、終えたあとは達成感があ

りいろいろと感じることができたので、留学を考えている学生は行くべきだと思いました。 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 29日 

所属・学年｜  工学部  機械航空工学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

最初はアメリカに行って英語を使ってみたいという思いから応募しました。その段階では全
く外国の人とまともに会話したことすらなかったぐらいでした。事前授業やオリエンテーシ
ョンで現地のことや英語での授業に少しなれることができたのでアメリカに行ってからの授
業も意外と慌てることなく受けることができました。手続きに関してもいろいろと助けられ、
不安なく申し込みができました。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

日本では学べないようなことを学べたし、アメリカの人に教えてもらえるなど新鮮な体験が
できた。現地の学生さんもとてもフレンドリーで色々と遊んだり話したりできて楽しかった。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

寮も快適で、周囲にも飲食店があった。自由時間は現地で知り合った友達と遊んだりしてい
た。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

特に危険を感じたことはなかった。貴重品は必ず身につけていた。また、カバンなど貴重品が
入っていないものでも不用意に放置しないようにしていた。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

たった３週間の研修でも英語力の成長だけでなく、アメリカに行くことで日本での大学生活
では体験できないようなことを体験できる。また、言語だけでなく様々な面においていい刺
激を受けることができた。 
また、異文化を持った地域で生活することで色々な発見ができた。 
ただ日本で英会話を勉強するより 3 週間でもアメリカに行くことで考え方、モチベーション
などの面で刺激を受けることができる。むしろ英語が苦手な人や、英語を勉強するのが嫌い
な人こそ参加する価値があると思う。 
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６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険 \200,000  

研修費（現地大学への支払い） $2800.00  

Optional Activity参加費 $10.00  

食費 $300.00  

交通費 0  

その他、通信費など 0  

小遣い $200.00 現金とクレジット半分ずつ程度 

計     円 

 

7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大） 3  

コミュニケーション授業（現地） 4  

ビジネスに関する授業（現地） 3  

講義聴講（Class Audit） 3  

現地大学の設備・施設 5  

住環境 3  

学生交流 4  

食生活に関する環境 4  

教職員との連絡の取りやすさ 3  

オリエンテーション（名大） 3  

オリエンテーション（現地） 4  

D.C.トリップ 5  

Optional Activities 5  

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

折角、東海岸に行ったのでニューヨークにも行ってみたかった。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜ 医学部保健学科 3年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 すべて参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

応募のきっかけは、英語を勉強するきっかけが欲しい、という一心だった。私は今までに海外に行ったことがなく、

英語の勉強を高校卒業した以降行っていないということで、本当に自分は留学できるのか、不安でいっぱいだった。

しかし、事前授業やオリエンテーションを通して、海外に行くという自覚や英語を勉強する上でのモチベーションを

上げることができて、参加できてよかったと思う。また、一緒に留学へ行く人と事前に知り合いになることができ、

一人じゃないと感じ、心強く思え、いくらか不安を軽減させることができた状態で留学の準備を行うことができた。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

研修内容は、非常に満足であった。事前授業ですべて英語の授業は受けたが、外国人の方から授業を受けることは初

めてで、なかなか聞き取ることができず、授業が非常に長く、大変に感じた。しかし、少しずつだが聞き取れるよう

になれ、自分から授業に参加できるようになり、大変の中でも達成感を感じられる授業であった。英語の授業だけで

なく、様々な人の話を講義形式で聞くことができ、正直、内容は理解できない部分も多々あったが、興味深く、楽し

く学べることができたと思う。学校は、想像していた以上に広く、次の授業への移動にバスに乗らないといけない、

ということには、大変驚いた。バスでの移動は新鮮で面白かったが、時間割の組み合わせのために、次の授業に遅刻

しないといけない状況は、よくないと感じた。授業ははじめから最後まで、きちんと全部聞きたい、というのが本音

であった。しかし、日本語の授業を聴講させてもらえたのは、外国人も日本語という外国語を一生懸命に学んでいる

姿を通して、自分ももっと頑張ろうと思えたことは、よかった。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

寮の中は、想像していたより広く、ベッドも快適でよかった。しかし、寮の部屋の中に、どこからか蟻が大量発生し、

非常に怖く嫌な思いをしたが、寮の管理人の人にそのことを訴えたら、すぐに業者を呼んで部屋の中を消毒してくれ

て、早く対応してくれてよかった。食事は、脂肪分や塩分が多いものが多く、飽きるということはなかったが、たま

にさっぱりしたものが食べたくなった。そのため、日本からレトルトの味噌汁やごはんを持ってきてよかったと思う。

薬は様々な種類のものを持ってきたが、寮に帰ると疲れのためかすぐに寝てしまい、朝まで熟睡であった。毎日、し

っかり眠れたこともあり、体調を崩さずに研修期間をすごせたと思う。お金は、必要最小限しか持ち歩かず、使わな

いお金はスーツケースに入れ鍵をかけていた。自由時間はあまりなかったように感じ、常に何かしないといけないこ

とがあったように感じた。どこを歩いても絵になるような風景で、ただ歩いているだけでも、十分に飽きずに過ごす

ことができた。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

危険を感じたことは特になかった。しかし、夜中になると、遠くの方でパトカーの音やなにか大きな音が毎日のよう

に聞こえ、それを聞くたびに、日本とは違って危険な場所だと感じた。どこへ行くにも、一人では行動しないように

した。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学を終え、現地学生との友達がたくさんできて、もっと英語を学びたいと思えるようになった。この研修で、英語

力があがったかどうかは、正直わからない。英語への苦手意識は減り、海外への興味が深まり、この研修に行って本

当によかったと自信を持って言える。現地の人との会話で、私はほとんど文章ではなく、単語と身振りだけで会話し

ていた。研修へ行く前に、もう少し、英語の文法や単語、そして発音などを勉強していけば、もっと長く話すことが

できたと感じた。だから、後輩には、英語はできなくても留学できるが、少しでも学習してから行くと、より楽しめ

る、ということを伝えたい。留学プログラムは内容が非常に盛りだくさんで、毎日が目まぐるしく過ぎていき、体力

も英語力もない私にとって、大変だと感じることの方が多かった。しかし、一度の研修でこんなにも多くの貴重な体

験をさせていただき、一日も無駄な時間がなく、非常に有意義な研修だったと思う。本当にありがとうございました。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 230000円 海外旅行保険なども含めたおよその金額 

海外旅行保険   

研修費（現地大学への支払い） 350000円  

Optional Activity 参加費 3000円  

食費  計算していない 

交通費  計算していない 

その他、通信費など 16000円  

小遣い  計算していない 

計 599000円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

日本の世界に通用する文化はアニメかな、と思い、出発前にアニメの名前だけをチェックして行きました。そしたら、

アニメの内容は知らないが、現地学生との会話の中で、アニメの名前を出しただけでも、非常に盛り上がり、日本の強

みはアニメだと思いました。アニメに興味なくても、知っていて損はないと思いました。 

 

英語ができない私を連れて行ってくださり、本当にありがとうございました。 
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短期研修報告書 
 

記入日｜ 2015年 10月 
所属・学年｜  理学部  数理学科 2年生 

 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 
短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 
留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 
 
１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

突然大学からお電話が来た時には驚きしかありませんでした。実は最初は「お話があります」とだけ言われていた

ので、なにか成績や大学で必要な手続きについて問題があったのではと心配したのですがまったくの杞憂でした。

それがなんと留学に行かないか、とのお誘い。断るはずはありませんでした。もともと留学には行く予定でしたか

ら。事前授業にて現地での危険な感染症リスクのお話を伺ったのですから、事前に感染症についていくつか本を読

み対策として覚えました。もっとも、常識的な範囲で注意していれば日本でほとんど困ることが無いように、アメ

リカでの生活でもそこまで神経質になるようなものではありませんでした。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

授業内容としては基本的に「プレゼンテーションを行うための準備」です。そのために発音の練習をします。その

ために基本的な文章の書き方を学びます。これはよく名古屋大学の英語講義で行われるものと似ていました、しか

し言うまでもなくだからといってこの授業の価値は落ちるようなものではありません。これらの授業は午前中に終

了します。 

 

午後は先に述べた「プレゼンテーションを行うための準備」とは独立した授業です。基本的にオムニバス形式で進

みます。それぞれ一時間弱例えばビジネスについて、文化について概観します。これも内容そのものはありふれた

物ですが、やはりこの場合重要なものはそれではありません。とても素晴らしい授業の数々でした。 

 

日本語クラスへの参加は言語学を学ぶ私にとって「どのように言語を習得すべきか」という一つの大きな課題への

ヒントとなりました。日本の英語教育はやむを得ず受験を突破する目的で学習を進める点が認められ、そのためや

はり一部文法に完全に依存した形で行われます。しかし、人は言語を文法で話しているわけではありません。言っ

てしまえば極めて形式的な台詞の集合を継ぎ接ぎして話しているといえます。例えば「あれこれ」という日本語が

ありますが、ほとんど人は「あれこれ」という単語を一つの「ものがたくさんある様子」といった雰囲気で記憶し

ていると思いますし、同時に「あれこれ」と言った瞬間に次ぎに来る単語の候補がある程度しぼられます。「あれ

これやってないで～」、「あれこれ試して～」といった具合です。「あれこれ」を「『あれ』と『これ』を並べた

単語だからいろいろなものを指している単語だ」と理解して一々話す日本人はまずいないでしょう。つまり、人は

形式的に音を並べて話しているのです。アメリカの日本語教育は正にそれを踏まえたものでした。かなり日本語が

流暢な学生もいましたが、アメリカの日本語の授業で日本の学校が英語の授業で触れるような高度な文法は教えて

ないように思えます。それらは自然に会話の中で形式的に会得すべきものであり、文法で学び会話を生成すべきで

はないのです。 

 

アメリカの学生は否定する余地のない程交流を重視します。日本人の学生には全く見られないものがあります。学

生の気質にのみ依存した結果とは言いませんが、朝から夜まであれほど活発に学生は交流するものなのでしょう

か！至る所にあったバーベキュースタンドで学生が肉を焼きハンバーガーをおもむろに食べ笑い合いながら会話し

ている姿が印象的でした。それでなくともあらゆるスペースで会話が途絶えることはありません。 
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３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かっ
たものなど） 
申し分のない学生寮でした。日本との文化の差なのでしょうか、例えば浴槽とトイレが併設されていることなどは

日本人には使いにくいと感じるようなところではありますがだからといってあの寮は決して不快感を押し付けるよ

うなものではありませんでした。 

 

食事環境には大きな問題を感じました。アメリカを経験したことのない日本人には想像しがたい程アメリカでの食

事はもはやおやつに近いものでした。ハンバーガーに始まるジャンクフード、冷凍食品、缶詰、そして文字通りの

お菓子。このようなものが信じられない程スーパーマーケットの棚に陳列されていました。そのため日本人が思う

「まともな食事」にありつくには少し大きい食堂か自分で作るしかありません。どちらにせよ食材自体日本のそれ

に比べてはあまりおいしいものとは思いませんでした。包装もまた然り。食の本質と言えるか否かは一意ではない

ですが、例えば私が毎朝の食事にと思って購入したヨーグルトはゴムのようなにおいと、酷い内装でした。「日本

製」がいかに丁寧に作られているかが察しがつくものです。 

 

日本からかなり多くの食材を持参した方もいらっしゃいましたが、正直に言えば連日アメリカの学生に食事に誘わ

れますので毎晩のように外食が続き、むしろ初日に買い溜めた食材が無駄になってしまった始末です。ホストファ

ミリーへのお土産や「日本食として味わいたいため」意外には食材を多く日本から持参する必要性はあまりありま

せん。ただ、先程も述べた通り食品としての品質は言うまでもありません。 

 

一番気をつけなくてはいけない健康管理です。私から直接アメリカでかかる医療費について述べることはありませ

ん。しかし、一度調べてみてください。アメリカでは救急車は無料ではありません。救急車を一回呼ぶのに必要な

費用を調べてみてください。 

留学前に「歯の治療をしなさい」と言われるでしょう。それもそのはず、渡航前に加入する海外旅行保険では虫歯

は扱えるものではありません。救急車ですらその値段です。虫歯の治療は一本いくらだと思いますか？ 

 

それ以外にも気になるような体の異常があれば必ず予め病院に行くべきです。確かに留学を諦めねばならなくなる

ことがないとも言えません。いざとなればアメリカで治療することも可能ですし、そちらの方が医療レベルとして

よい結果をもたらしてくれることもあるでしょうが、そこはこれから留学に行かれる皆さんが各々考えてみてくだ

さい。 

 

自由時間はかなり多いです。一人で外出することは憚りますが、図書館にいくのも面白いですし、本屋さんを巡る

のも面白いです。学生会館横には音楽室があり専ら私はそこにいました。なお、図書館では当然ながら日本十進分

類法による配列ではないので、もし図書館の本を活用したいと思っているならアメリカにおける本の分類方法を調

べておくと良いでしょう。 

 
 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 
常識的な範囲で気をつければ心配は要りません。貴重品を置き去りにしない、人前で高価なものや金銭をひらかさ

ない。不審な行動をとらない。危険な場所には行かない。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 
この上なく有意義でありました。 

それ以外のことは他で記述します。 
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６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい）よその額 
航空券代、海外旅行保険 180.000 
  
研修費（現地大学への支払い）  
Optional Activity参加費 310.000 
  
食費 30.000 
交通費 5.000 
その他、通信費など 10.000 
小遣い 200.000 
どんな方法で支払いをしましたか？（現金
○○円、クレジットカード○○円など） 

全て現金 

計 735.000円 
 
7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 
５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかっ
た、 １．全く物足りなかった 

項目 
事前・事後授業（名大） 

3 
とりたてて特別には感じなかった 

コミュニケーション授業（現地） 
5 

柔軟な授業であった 
ビジネスに関する授業（現地） 

5 
シンプルで目標がはっきりしていてよい授業だった 

講義聴講（Class Audit） 
5 

上の通り素晴らしい収穫があった 
現地大学の設備・施設 

5 
この上なく申し分ない 

住環境 
5 

申し分ない 
学生交流 

5 
この上なく申し分ない 

食生活に関する環境 
2 

正直に言えば長くはこの食生活とは付き合えそうにない 
教職員との連絡の取りやすさ 

4 
すぐに駆けつけていただいた先生に感謝 

オリエンテーション（名大） 
3 
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とりたてて特別には感じなかった 
オリエンテーション（現地） 

3 
とりたてて特別には感じなかった 

D.C.トリップ 
5 

この上なく申し分ない 
Optional Activities 

3 
選択していない 

 
 
自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真
添付なども歓迎します。 
 
【はじめ】 
持ち合わせた一番素敵なカメラで撮っておかないといけない気がして、いろいろなものを
撮っておきましたから、今の私は鮮明に当時の記憶を思い出すことが出来る気がします。 
 
【渡航前に】 
それにしても、あの頃は酷く落ち込んでいましたし四方八方から矢のように飛んでくる電
話という電話におびえてもいました。それでも正直に取らないわけにはいけませんから少
し遅れて私もその声を聞きました。全学教育棟に呼び出されるなんてなにか不吉なお話が
きっとあるだろうと思うものです。それがまさか素敵な旅へ出かけないか、などというお
誘いとは！ 
 
人前で何かをすることが特別恥ずかしいとは思っていませんし、それにそういったことを
経験しなければならないとしてもそれよりもずっとずっと怖いものや恐ろしいものが見え
るときもありますから面接というのはなんでもないはずなのです。しかし、実は周知であ
ったことを知らなかったので私はひどく面接で緊張してしまいました。ダンスパーティー
と同じで、とても素敵なお誘いを捨て去るというのはなかなか出来るものではありません
よね！面接が終わってすぐ同じく面接を受けた生徒に、全員合格させるつもりの面接だ、
と聞いた時にはおもわず笑いながらため息をついてしまったのです。 
 
そして出会ったやあ素晴らしい人達！もう覚えていませんよ。なぜならはじめは友達では
ありませんでしたから...ほら、大学入試のときに隣の人がどんな人だったかなんてあまり
覚えてないでしょう…。でもそのときからきっと魅力的な人だとは思っていました。 
 
そして、普通なら心躍らせながら留学のその日を心待ちにすると思うのです。しかし、私
はそうではありませんでした。ここが今回の留学で私が個人的に痛感した大きなテーマで
す。 
 
留学に行く日は 8月の末でしたが、実は 8月の初めに病気で倒れていました。ふっ、と倒
れました。今ではよくよくその正体を知っているつもりです。その病気とはパニック障害
というかたちで知り合いとなりました。精神の病だからといって甘く見てはいけません。
ちょうど外出していてそこは最寄りの病院から車で片道 30分の場所でした。そんな場所
でいきなりのどが苦しくなり、心臓が押されるように痛み出しました。何も出来ずすぐに
くずれて倒れましたし、20歳にして死んでしまうと確信してしまいました。 
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病院へ直行するもどこでも異常はなしとの判断。心配は余計に高まる一方病院に行くこと
自体何か得体の知れない大きな病が見つかってせっかくのダンスパーティーがぶちこわし
になるのではと恐れて、いくつか行くべき病院を行かずに放置したのです...ああ！あのと
き行っていればアメリカであんなに心配することはなかったのに。あらゆるものを恐れて
実はあまり留学準備に手が付けられませんでした。 
 
 
それでも、留学の日はやってきますから心の奥底で怖がりながら空港へ向かいました。た
ちの悪いことに私は電車を普段使いませんから、自宅から中部国際空港に向かう道のりで
すら不安で…実はそのときまでに落ち込んだり辛い時に励ましてくれたパーティー会場の
友人に、一緒についてきてくれない？と頼んだのです。 

 
 
【ワシントンにて】 
私はもちろんいろいろな趣味があって、その一つがことばを学ぶことです。最初は軽い気
持ちで始めたフランス語が原因です。10も 20も勉強してきて淡々と数は増えますが、あ
まりだんだん嬉しくなくなります。そんなときワシントンの博物館や図書館は衝撃でし
た。 
 
町中にも実は英語の次と言ったらフランス語とスペイン語がかなりありふれています。駅
名や店名でフランス語を多く見かけましたし、本屋さんではかなりのスペースがスペイン
語の本のコーナーでした。これはまだ日本でも起こりうることです。一番ドキドキしてし
まうのは図書館です。 
 
有名なアニメ映画にもありますが、「ああ！私読めてる！」と感じることはことばを勉強
していればよく出会います。しかし、図書館や博物館に展示されている古書のラテン語や
ギリシャ語を読むことが出来て「ああ！」と思うのはなかなか珍しいことだと思います。
更にはその後なんとマヤ文字とヒエログリフが描かれた展示品を生で見ることが出来たの
ですから！ああ…ことばを学んでおいてよかった！レプリカですがロゼッタストーンもあ
りました。とても読みにくいものでしたが読めましたよ！この幸せはここではこれ以上書
くことは出来ません。食べなければ料理の味が分からないのと同じです。 
 
ワシントンでの思い出はその夜がとても印象的です。驚く程人がいませんでした。見えな
いのではなく実際に存在していない、そんな空気です。昼間も忙しくない様子で、名古屋
の栄の方がよほど騒がしい。有名なモニュメントはそこに行けば同じく見ることが出来ま
すし、ここでは書きません。 
 
モニュメントを見たことより出発から一週間経ってお互いに慣れてきたあの時、そのとき
夜のワシントンの厳かなモニュメントを横にみんなで同じ時間を過ごすこと。これが何と
もいえず素敵に今でも思います。最初はお互い独立していましたが、一週間も経つとお互
いに引かれ合って、必要とし合って...一緒にいたいと思い出すものです。そんな雰囲気を
きゅっとあの夜が引き締めてくれると思うと今も心が苦しくなんとも素敵なものを噛み締
めている気分になります。恋人か長年同じくいる級友と一緒にそこへ行った気分です。 
 
【普段の生活】 
早起きは私の敵です。お願い！仕事も勉強もお昼からなら！だから朝は寝かせて！！ 
 

72



なのでまともに朝ごはんを食べることは出来ませんでした。朝ごはんとして購入していた
のはシリアルですが、実は結局最後まで牛乳を信用していませんでしたし、なかなか食べ
られませんでした。ルームメイトが曰く牛乳はとてもおいしかったらしいです。 
 
しかし、お昼ご飯は食べねば！図書館の近くの Ovalという食堂が私のお気に入り。ここ
でシーザーサラダと日替わりスープをゆっくりあたたまりながら食べるのが朝ごはんを抜
いた自分への慰めでした。 
 

 
 
夕ご飯は寮を挟んで全く逆方向にあるビュッフェを食べにいきました。時間を気にせず
高々9ドルでいくらでも食べることが出来る上にそこには野菜とフルーツがいつも沢山お
いてありましたから素晴らしい場所でした。 
 
それ以外にも理由はあります。そのビュッフェのお店は Fountain Dining Hallというので
すが、この近くに音楽室があるのです！！ここで大きな事件が起こる！ 
 
私のいろいろな趣味。ピアノもその一つ。仕事でもありますので 3週間も休むわけにはい
きません。血眼になってピアノを探し続けてようやく見つけたのが学生会館のすぐ横にあ
る音楽室です。防音個室が沢山あってそれぞれにアップライトピアノがついています。こ
こでいつも通り Godowskyの有名な某エチュードを練習するのです。するといきなりノッ
ク音が。「それ、誰の曲？」と笑いながらいきなり NCSUの学生に話しかけられました。
Godowskyは 19, 20世紀のピアノ音楽を専門でかなり勉強している人にとってはそこそ
こ有名ではありますが、普段コンサートで弾いていてもなかなか知っている人はいませ
ん。 
 
それが、たった一曲 Godowskyを弾くだけで見破られてしまうとは！日本ですら経験した
ことがないのに、あのノックは運命的でした。その方とはとても話が合うものですから、
Lisztはもちろん Alkanの曲や…面白いのがアメリカの大学で Horowitzの「星条旗よ永遠
なれ」をそこで弾くことが出来たことです。本当に運命的なノックですね！！ 
 

 
 
日本の友人と上手く連絡を取ることが出来るのは早朝か深夜です。私には好きな人がいま
すからその人と深夜会話するのはおおきな海を挟んでの会話ですし、少し特別な気分で
す。 
 
【大学巡り】 
NCSU以外にもいくつかの大学を巡りました。庭園のなんとも素敵なこと！ 
そこで重要なのは本屋さん。まずは先程言った楽譜…日本で買えば数千円はする Ornstein
の楽譜がたったの 5ドル！それと Augustineの「告白」がラテン語と英語の対訳で！
Wheelock's Latinという有名なラテン語の教科書も。留学中最も心が動いた本屋さんはそ
こでした。量ではモールの本屋さんが圧倒的でしたが、好みでは間違いなくこちらです。 
 
また少し気になることが。日本では性的マイノリティーの総称をよく「LGBTs」と書きま
す。「LGBTQ」と書くのは一度しか見たことはありませんし、それは洋書の日本語訳の本
でです。その本屋さんにもそういったコーナーがありましたが、その表記は「LGBTQ」。
なるほど、アメリカではこちらが一般的なのですかね。 
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【最後】 
ファイナルプレゼンテーションを終えた後は全てが終わっていくようです。たどる道は全
てを引き返していきました。大きく最初と違うのは付き添いの先生がいないということで
す。まるで、親元を離れる子供みたい！晩餐をして写真を撮って最後にスピーチをする。
大事なことですが言葉にするとこれくらいに思えます。身体よりも心が動いていた証拠で
す。見えないところで泣いてしまいます。見えるところでも泣いていましたが。 
 
疲れすぎていたのか日本に帰った後すぐはあまり思い出すことがありません。予想外なこ
とに家族が迎えにきてくれて、帰り道におでんを食べて帰りました。その時点でアメリカ
での思い出がだんだん夢のように思えてきます。その始まりです。 
 
帰国後、発表のために大学で 2回再会しました。それが 3週間の友達でありながらまるで
小学校の同窓会を開くような気持ちに襲われます！ああ、なんて素晴らしいの。あらゆる
ものが懐かしい。みんなは忙しくなかなかずっとはいられません。次々「仕事だから」な
どと言って帰って行くのは異常に寂しく感じます。 
 
また、11月に多くの友達と会うことが出来ます。そのときはなるべくずっと喋っていた
い、私は今からそう思っています。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜経済学部 経済学科 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

ずっと留学をしてみたいと考えていて、アメリカ留学のプログラムを見つけ、時期的にも
良かったから。パスポートが申し込み時に必要なことを直前で知り、作成に慌ててしまった。
初めての留学で、わからないこともたくさんあったが、事前授業やオリエンテーションがあ
ったため、安心して準備することができた。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

授業の内容と時間数はちょうど良かったと思う。どの先生も親切に教えていただけた。ま
た、日本の学校ではあまり見られない積極的に手を挙げることも初めて行うことができた。
Final Presentationの作成など、周りの子たちと協力することができた。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

寮は、ドイツに行った友達から聞いて想像していたものより、ずっと設備が揃っていて良
かった。ただ、タオルを毎日変えてもらえると聞いていたのに、変わっていなかったのは少し
不満だった。アメリカでの食生活で少し太ってしまったが、病気にかからなくて良かった。ウ
ルフラインに乗って観光したり、現地の人とご飯を食べたりした。ローカルファミリーとの
ディナーは本当に良かった。現地での食生活を体験することができた。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

大学周辺で、黒人の人に「お金を下さい」とからまれたが、無視をして振り切れた。また、
自分が一人でなかったため良かったと思う。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学して初めの頃は、英語を聞き取ることが難しく頭が痛くなることが多々あったが、気
づけばそういうこともなくなっており、自分の英語に対する苦手意識も減ったように思う。
ただ、帰ってから英語に全く触れないのでは、自分の英語力向上のためという留学の目的が
薄れてしまうので、これからも英語を聞くようにしたいと思う。 
様々な人種がともに暮らしていることやチップなど、日本では当たり前でないことが体験

できるので、ぜひ留学を経験して欲しいと思う。 
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６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 200,000  

海外旅行保険 200,000  

研修費（現地大学への支払い） 200,000  

Optional Activity 参加費   

食費 30,000  

交通費   

その他、通信費など   

小遣い 20,000  

計   650,000  円 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜  医学部保健学科２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

海外へ行ってみたい、将来を考える参考になるかもしれない、という漠然とした理由で今回の短期研修に応募しま

した。ノースカロライナを選んだ理由は、英語圏であることが一番の理由です。ノースカロライナ州立大学では医療

系の学部はありませんが、せっかく中学から学んでいる英語をこのままにしておくのはもったいないし、世界言語と

いわれる英語はできるようになったら絶対プラスになるという考えが後押ししました。私にとって初めての海外渡航

だったため、事前授業での周りの人の英語力の高さ、申し込みや準備の忙しさに圧倒され正直行く前は不安でいっぱ

いでした。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

基本的に午前中はスピーキングとライティングの授業を名大生と一緒にうけて、午後に日本語クラスに参加したり

自分の専攻の授業に近い授業の聴講をしたりしました。アクティビティとして野球観戦、ホンダの海外支店への訪問、

ＤＣトリップ、日本語クラスの生徒さんとの交流など様々な企画が準備されており毎日行事が盛りだくさんでした。

私が印象に残っているのは、現地の学生さんたちとの交流です。個人的にごはんへ連れて行ってくれたり、寮に招待

してくれたり、ショッピングモールへ連れて行ってくれたり、ＢＢＱしたり、本当に仲良くしてくれました。どの人

も自分の学んでいることに誇りを持っていて、勉強に打ち込んでいる姿に感動しました。本当にこのおかげで英語を

話す機会がふえて留学が充実したものになったと思います。現地の学生さんと交流できて友達になれるのは留学の特

権だと思います。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

私たちは寮だったのでセキュリティの面では安心でした。が、なかなか掃除に来てくれませんでした。(笑) 食は

やはり日本で想像していた通りの味でした。味は甘いか辛いし量は日本の倍くらいあります。でも食べれない味はな

かったので三週間程度の留学だったら日本食をもっていかなくても大丈夫です。自由時間はほとんどありませんでし

たが、朝早くにおきてバドミントンをしに体育館へ行って現地の人に混ぜてもらったり、近くの湖へ朝ごはんを食べ

に行ったりしました。アメリカは基本クレジット社会なのであまり現金をもっていく必要はなかったです。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

一度大学内で怪しい人に声をかけられるということがありました。女子４人でしたが、なかなか離れることができ

なかったので女子のみで移動するのは、できるだけ避けたほうがいいと思いました。あときちんと断る英語力は必要

です。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

自分の伝えたいことがうまく英語で表現できなくて、もどかしく悔しい思いをすることが何度もありました。アメ

リカに行って思ったことは要は話す内容が大切で英語はコミュニケーションの手段でしかないということです。よく

コミュ障という言葉を聞きますが、日本でコミュ障ならアメリカでもコミュ障だと思いました。英語もままならない

私ですが、話す内容の大切さに気づき英語へのやる気が出てきて看護学をもっと真剣に学ぼうと思いました。海外の

人た 部活ちバイトのみはだめ将来についても留学にいってからはっきりしてきて、本当に留学してよかったと思っ

ています。是非迷っているひとがいたら、留学することをお勧めします。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 ２１００００円ほど  

海外旅行保険 ２００００円ほど  

研修費（現地大学への支払い） ２８０＄  

Optional Activity 参加費 ３０＄  

食費 ３００＄ 大学から支給されました 

交通費 ３０００円＋  

その他、通信費など ５００００円 キャリーケース等留学に必要なものの準備費も含む 

小遣い ２００＄＋クレジット  

計 約 70万円 

 

思ったよりお金はかかりました。自分のバイト代だけでは補えなかったのでしっかり貯めてか
ら渡航したほうがいいです。 
 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜教育学部人間発達学科２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 全ての事前授業に参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 私は、大学で比較教育論を学ぼうと考えており、アメリカの学生生活に興味を持っていたので、ノースカロライナ

州立大学研修への参加を応募しました。また、長期留学にも興味があるので、短期留学の経験は、長期留学するか否

かの決定のための 1つの指針にもなり得るかと思い、応募しました。諸々の申し込み手続きに関しては、JTBの方や

先生の指示に従っていただけなので、何も苦労することはありませんでした。 

 事前授業やオリエンテーションは、研修に参加する他のメンバーと顔合わせをする機会になりましたが、同じグル

ープ以外の人と仲良くなることができず、出発前は不安でした。しかし、そんな心配をする必要はなく、すぐに参加

者の皆さんと仲良くなれてうれしかったです。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

 アン先生のライティングの授業はとても役立つものでした。彼女の授業を受けられただけでも、この研修に参加す

る意味があると思えたほどでした。ロバート先生のスピーキングの授業もとてもためになったのですが、日本人同士

に英語で会話させるのは、あまり英語の練習にならないのではないかと感じました。しかし、人数の関係上、仕方な

いことだとは思います。 

 午前の授業の後に用意された午後の様々なアクティビティはとても楽しく、有意義なものでした。種類の異なるア

クティビティが用意されていて、毎日楽しみでした。初日に開かれた日本語を学ぶ現地学生との交流会は、NCSUの

友達をつくるのには最高の環境でした。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参して良かったものなど） 

 Avent Ferryは、素晴らしい寮だったと思います。あまり不便なことはなかったです。欲を言えば、シーツとタオ

ルを取り換えてくれると嬉しかったです。 

 アメリカでの食生活は不健康なものでした。はじめの一週間は、脂っこい料理に慣れず、あまり十分に食事をとる

ことができませんでした。その期間は、日本から持ってきたおかきを食べて空腹を満たしていました。しかし、二週

間目になると、アメリカの料理に慣れ、美味しい食事を発見することができました。ですが、野菜が美味しくないの

で、健康的な食生活を送ることはできませんでした。 

 金銭管理に関しては、私はかなり甘かったです。財布をただリュックの中に突っ込んでいました。アメリカでは金

銭管理に注意を払わなければならないと出発前までは思っていたのですが、町の人がいい人すぎて、用心することを

怠りました。結果的に、何も盗まれなかったので、よかったです。 

 ウェットティッシュは持って行ってよかったです。日本より汚いところが多いし、手で何かを食べることが多いの

で。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 男の子と行動するようにしていました。危険を感じることはありませんでした。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 今回の短期留学は、本当に楽しかったです。ありがとうございました。同行したメンバーとすごく仲良くなれてう

れしいです。もっと長くノースカロライナにいたいと強く感じます。 

 ノースカロライナはとてもいい場所でした。特に、町の人々が優しすぎて、道に迷った時や困った時に何度も助け

てもらいました。人々のやさしさとフレンドリーさが最も印象に残っています。 

アメリカに行ったことで、日本のいいところ、悪いところがそれぞれ少しだけ見えて、面白かったです。また、生

まれて初めて人種の多様性を目にしました。すべての人の服装・見た目が違いました。この経験は日本では味わうこ

とができません。私たち日本人を奇異の目でじろじろ見てこない現地の人々の態度も、これだけの diversity があれ

ば納得できました。現地の学生から聞いた話が印象に残っています。「日本に行きたいけど、差別されることが怖く

て行くことができない。」名大の留学生も疎外感を感じているのかな、と思いました。ノースカロライナの彼らが私

たちにしてくれたように、私も積極的に留学生を助けてあげたり楽しませてあげたいです。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 170,000円  

海外旅行保険 15,000円  

研修費（現地大学への支払い） 320,000円  

Optional Activity 参加費 1,000円  

食費 25,000円  

交通費 2,000円  

その他、通信費など 16,000円  

小遣い 20,000円  

計 569,000    円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

 アメリカのチェーン店であるメキシカン料理店 Chipotleは素晴らしいです！美味しすぎて、三週間の間に計４回行き

ました。Brittoというタコスのような食べ物にはまっていました。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜経済学部  学科 1年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 欠席 一回 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

留学自体は高校生の時からしてみたいと思っており、名古屋大学は留学制度が充実している
と聞いて入学志望要素になりました。早いうちに外国を知り、のちの大学生活に生かそうと
思ったので一年生の夏休みに行くことをきめました。このプログラムを選んだ理由は、英語
のレベルが中級で、ビジネスについての授業もあったからです。自分の英語には全く自信が
なかったので初級と迷いましたが、一つ上を経験した方が刺激になると思ったのでこちらを
選びました。事前オリエンテーションでアメリカでの日常生活はどんなものかを学び、貴重
品の管理は厳重にすることに気を付けました。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

英語のエッセイの書き方、コミュニケーションの授業が午前中で、午後は様々な分野の授業・
見学というプログラムで、メリハリがあって参加しやすかったです。中にはワシントン D.C.
に滞在し、博物館やメモリアル見学があったり、ノースカロライナ州にあるもう二つの大学、
ノースカロライナ大学チャペルヒル校、デューク大学の見学もあり、世界には自分の想像を
超えた能力を持つ人々や技術があるのだと実感させられました。また、現地学生との交流を
してみて、ノースカロライナ州立大学の生徒は本当に優しいのだと思いました。あって間も
ないのに、どこか行きたい場所はあるか、何か食べてみたいものはあるかと聞いてくれたり、
プレゼンテーションのために質問をしたいとつたない英語で尋ねても快く答えてくれたり
と、驚くばかりでした。日本はおもてなし文化で人に優しいといわれがちであるが、見ず知ら
ずの人にあそこまで優しくできるかといわれると、頷けないと思いました。多文化を受け入
れるということはこういうことなのかと体感できたのは人生において本当にいい経験になっ
たと思います。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

寮は大きなベッドにシャワールーム、電子レンジ、水道、冷蔵庫と、一通り必要なものがそろ
っていて快適であったが、さらにそれに加えて共用のフリーランドリー、フリーの乾燥機、共
用キッチンがあり、言うことはないと思った。近くに大学の無料バスで行けるスーパーがあ
り、食料品の確保もできた。治安自体そもそも悪くないが、貴重品はなるべく持ち歩くように
し、管理には気を付けた。お金はいざというときのために節操なく使わないようにした。自由
時間は積極的に現地学生と連絡を取って、交流する時間を儲けてもらって、ダウンタウンの
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バーベキューハウスやモール、学生の寮に連れていってもらった。Optional Activityはホス
トファミリーの家で夕食を作って食べた。外国の家との違いを体感できたし、アメリカのボ
ードゲームも楽しめた。持参してよかったのはまず、ウェットティッシュ。これは飛行機内や
バスの中などで食事をしたりなどして手が汚れた時にさっときれいにできるため。次にクリ
ーム。アメリカは乾燥しており、肌のトラブルを避けるために、持って行ってよかったと思っ
た。最後にパソコン。授業でエッセイを書いたりするので、無いとかなり大変だったと思う。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

貴重品の管理という面でいえば、服の下にパスポートを入れられるベストやベルトを持って
行った。後は地下鉄を利用する際は鞄を体の前にもってきて、自分の目の届く範囲内におく
ようにした。また、街中を歩くときは、背後に人が近づきすぎないように注意をしたり、夜は
必ず来るまで送ってもらったり、大人数で行動した。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学を終えて一番に感じるのは、自分のリスニング力の不足だった。教授や先生よりも、現地
の学生ははるかに早くしゃべるし、はっきりと話してくれないので、聞き取るのが本当に大
変だった。だが、現地の学生の話す英語を聞くために訓練するのは日本の中にいては大変だ
と思うので、留学生と積極的に話すなどして、鍛えなければならないと感じた。後は、自分は
勉強不足だと感じた。英語の力についてもそうだが、それ以上に、成績のためだけに勉強する
というスタイルが間違っていると感じた。日本にいる限りそれをやめことはできないが、も
っと学べることに感謝し、もっと勉強に対し前向きになるべくだと感じた。後輩に伝えたい
のは、絶対に外国に行って自分はまだまだなんだと実感すべきだということだ。本当行かな
ければ、わからないので、とにかく外国に言って自分の未熟さを実感すべきだと思った。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

航空券代   

海外旅行保険   

研修費（現地大学への支払い）   

Optional Activity 参加費   

食費   

交通費   

その他、通信費など   

小遣い   

計     円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

現地学生は本当に優しいので、積極的に交流し、行動をすればするほどいい経験ができます。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜  工学部  機械航空工学科 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

今回、このノースカロライナ州立大学の短期研修に参加しようと思ったのは、以前から留学
に興味があったことと、少しでも英語のスキルを向上させたいということが大きな理由でし
た。事前授業では、英語を使ったディスカッションや、英語による講義の内容を整理して聞き
取る方法など、実用的な英語の使い方を学び、またアメリカの特色を様々な面から調べ、グル
ープごとに発表するといったことを行いました。 
オリエンテーションでは、海外における危機管理などについてアドバイスをもらい、改めて、
別の国へと行くのだという認識を持てましたし、準備をしっかりすることの重要性を再確認
できました。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

研修は主に午前中がライティング・コミュニケーションの語学授業、午後は各種プログラム
に参加するといった流れでした。ライティングでは、3週間という短い期間の中で英語のエッ
セイの基本的な構成や、テーマ設定の仕方まで丁寧に解説していただき、論理的な文章を英
語で書くスキルを手に入れることができました。コミュニケーションでは、日常会話で使え
る表現から、英語によるプレゼンテーションの仕方、テクニックまで学ぶことができました。 
午後の各種プログラムでは、ノースカロライナ州立大学で行われている日本語授業の聴講に
行き、現地の学生と一緒に講義を受け、また講義後には一緒にご飯にいくなど交流をしたり、
現地の日本企業の工場を見学したり、博物館や歴史的な建物を見学したりと毎日非常に濃い
経験をすることができました。個人的に印象的だったのはホストディナーで、アメリカの家
庭料理を味わうとともに、アメリカの家庭の様子をうかがうことができ、とても楽しく有意
義な時間でした。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

大学の寮に滞在しましたが、必要なものは十分そろっていましたし、近くに薬局や多数のレ
ストラン、スーパーがあり不自由に感じることはほとんどありませんでした。自由時間は広
大なキャンパス内を散歩したり、現地で知り合った学生と食べに行ったり、寮のキッチンを
使い現地の食材で料理をしたりしていました。食生活はやはりアメリカということもあり肉
料理が多かったため、野菜を意識的に探して取るようにしていました。アメリカのドルは日
本よりも数が小さいため、ついつい買いすぎてしまうことも多々ありました。また現地での
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支払いはほとんど大学から提供されたデビットカードと自分で持参していたデビットカード
を使い、現金で払うことの方が少なかったです。最初は少々戸惑いましたが、慣れてしまうと
非常に使いやすいものでした。オプショナルアクティビティも多数ありどれも楽しかったで
すが、もっとも記憶に残っているのはロープチャレンジです。森の中で命綱を頼りに高いと
ころで行うアスレチックでしたが、パートナーと協力しなければ乗り越えられないような場
所もあり、非常にワクワクするとともに仲間の大切さも感じられる素晴らしい経験でした。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

今回の渡航中、自分自身で危険を感じたことはありませんでしたが、基本的には一人で出歩
くことは避けていました。また荷物の管理は日本にいた時以上に徹底していました。おかげ
で何事もなく帰国することができました。ですが、日本とは違うのだという不安感は常にあ
りましたし、その不安を克服するためにも、しっかりとした危機管理をしておくことは大事
だと感じました。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

日本からでは見える世界が狭いというのはよく言われることですが、まさしくその通りだと
思います。一度海を渡れば多様な言語、人種、文化があるのだということを今回の短期研修を
通して、はっきりと実感しました。もちろんアメリカから見える世界もすべてではありませ
んが、一つ以上の視点から世界を見るというのは大切な感覚ですし、今回自分が得た大切な
経験だと思います。「世界」というのは地理的な意味でだけでなく、自分を取り巻く環境も含
んでいます。例えば日本の大学生活とアメリカの大学生活では、同世代で同じ専攻でも、ノー
スカロライナ州立大学の学生と自分とでは大きな違いがありましたし、「大学」に対するとら
え方も違っていました。それは日本にいただけでは分からない感覚です。 
3 週間は実際体感してみるとあっという間の研修でしたが、インスパイアされたことは数多
くありました。それらを日本での今の生活でも生かしていきたいと思います。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

帰国後、研修中にやった英語のプレゼンの経験を活かしたいと思い、英語プレゼンコンテストに
挑戦しました。残念ながら 1 次予選通過はできなかったものの、その準備の過程で、ノースカ
ロライナ州立大学で学んだことを思い返しながら作ることができました。今回の研修で初めて
英語によるプレゼンテーションというものを体験し、非常に興味深かったので、これからも機会
を見つけてやっていきたいと思います。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜ 工学部 化学・生物工学科 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 なし 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

大学生の間に、一度は海外に行きたいと思っていました。一番時間に余裕がある 2 年生の時
に、海外の文化を学べるようなプログラムを探していき、この研修に参加することになりま
した。事前授業は、以前から履修していた授業を優先したため参加しておらず、最低限必要な
オリエンテーションのみ、参加しました。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

平日の午前中は、Speaking と Writingの授業を 80 分ずつ受けました。Speakingの授業で
は、普段の授業であまり練習することがない、発音や会話の練習をしました。平日の午後に
は、SeminarやWorkshopなどの活動が多く、Optional Activityに積極的に参加すれば充実
した生活が送れると思います。 
研修の前半には、現地の日本語授業を履修している学生と交流する機会があり、そこで仲良
くなった人達と交流することができました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

研修中は、2回くらいしか雨は降らず、ほぼ毎日快晴でした。日差しが強いため、日焼け止め
もしくは、サングラスがあると良いと思います。自由時間は、現地で知り合った学生に、夕食
に連れて行ってもらったり、近くの公園を散策してみたりしました。 
Optional Activityでは Leadership and Group Workshopが印象に残っています。多くの種
類の人が集まるアメリカで人とどう接していくかを学びました。 
アメリカの食事は、どれも量が多く、食べ過ぎてしまうことがあったので、胃薬は必需品でし
た。折り紙とか扇子、味噌汁などの日本からのお土産があると、現地の学生と仲良くなれた
り、会話のネタになったりします。現地の学生、研修生同士の連絡で、LINEや Facebookな
どの手段があると便利です。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

とにかく、自分の荷物から目を離さないように意識していました。 
ワシントン D.C.の研修中、フードコートで昼食を食べていたら、黒人のおじさんにお金を要
求された。団体で食べていたので、皆で話し合ってうまく断ったが、非常に怖かった。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

英語をもっと学びたいと思うようになりました。日本にいる時よりは、少し英語に慣れたけ
れど、聞き取れない、うまく話せないということが多々ありました。時期や形態は詳しくは決
めていませんが、もう一度海外に行くつもりです。 
この研修は、40人という大勢で参加したので、現地でも日本語で話す機会が少し多かったで
す。そのため、初めての海外であるとか、英語に対して少し不安を持っている人でも、安心し
て参加できるはずです。また、現地の学生も親切な人ばかりだったので、楽しい海外生活が送
れます。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代   

海外旅行保険   

研修費（現地大学への支払い）   

Optional Activity 参加費   

食費   

交通費   

その他、通信費など   

小遣い   

計     円 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 23日 

所属・学年｜  農学部  生物環境科学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 私は大学から総長奨励の電話をいただくまで、まさか自分が二年生の夏休みに留学することになるとは思っていま

せんでした。急だったことや、農学部の専門の講義のために事前授業に参加できないこと、自分の英語に自信が持て

なかったことから、留学を決断するのには少し時間がかかりました。決断の過程や申込手続きにおいて、海外留学室

の方のアドバイスが助けとなりました。結局は、なにかひとつでも得るものがあれば儲けものというスタンスで留学

を決心しました。事前授業を受けられない学生向けのオリエンテーションを開いてくださりありがたかったです。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

 おおまかには、平日の午前中は日本人向けの English writingと English communicationの授業、午後はその他

の授業（アメリカ文化やビジネスについてのレクチャー、現地授業の聴講など）を受けました。その他にも様々なア

クティビティが用意されていました（スポーツ観戦、現地の一般家庭での夕食など）。アクティビティは選択性が高

かったです。ワシントン D.C.への二泊三日のツアーもありました。あらゆる建物が荘厳で驚きました。 

 English writing と English communication の授業はすべて英語で行われましたが、簡易な英語で聞き取りやす

いように話してくださるので大方理解できました。授業中に積極的な発言を求められるといった日本の授業との相違

点に戸惑いましたが、研修の最後の方には挙手したり先生のジョークに声を出して笑ったりといったことが自然にで

きるようになりました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

 Avent Ferry Complexという、大学内の寮に日本人のルームメイトと二人で泊まりました。初対面の人と三週間

も生活することは不安でしたが、頼りになるとてもいい方で、一緒にいられて心強かったです。部屋にはテレビや電

子レンジ、食器が揃い、毎日清掃員の方が軽く清掃してくださるので清潔でした。ただ、宿泊した二人に対して机が

一つしかなかったこと、ハンガーをかける場所が不足していたことが不便でした。 

 食事については、私は質素に済ませていました。朝はシリアル、昼と夜は大学の食堂で食べたりテイクアウトした

りしていました。イベントで振る舞われるご飯で栄養補給していました。バスでスーパーマーケットまで行って食料

を手に入れるのは面倒だったので、日本からもう少し食料を持参すればよかったです。 

 買い物は大学から配布された$300 の credit card でほぼ行いました。アメリカ国内でしか使えないカードである

にもかかわらず、けっこうな額を余らせてしまったので、不精せずにもっといいものを食べたらよかったと思ってい

ます。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 なるべく単独行動は避けていました。防犯の意味もありますが、広大な大学内で道に迷う不安も大きかったです

（私は Wi-Fi を持参しておらず、free の Wi-Fi がないところでは連絡をとったり地図アプリを使ったりできません

でした）。スマートフォンが普及していない時代の留学生はさぞかし不便だっただろうなと思います。 

 また、横断歩道と信号のないところで無理やり車道を横断するのが怖かったです。 

 その他には特に危険を感じることも大きく体調を崩すこともなく帰国できてよかったです。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 英語の技能上達を目標に掲げてノースカロライナに旅立ちましたが、目に見えるような上達はしませんでした。三

週間という短い期間でしたし、現地学生との交流に関してなかなか積極的になれなかったこと、周りに日本人が多く

つい日本語を多く使ってしまったこともその理由の一部かと思います。ただ、英語のエッセイを書くためらいがなく

なったことなど小さな進展はみられました。また、現地での悔しい経験から英語をもっと勉強したいというモチベー

ションは飛躍的に高まりました。 

 これに加えて、自分が何を好きでどんなことを学んでいきたいかが明確になりました。以前から悩みの種だったの

で大きな収穫です。ワシントン D.C.のスミソニアン博物館で良い本を見つけたことが一番の理由であると思います。 

 留学できる環境が整っていて、あとは自分が行くか行かないか迷っているだけという状況なら、とりあえず短期間

留学してみるのがいいと思います。小さなことだとしても価値ある出会いがきっとありますし、にわかに生きやすく

なることがあるかもしれません。このような貴重な機会を与えてくださり、支援してくださった関係者の方々には心

より感謝しております。より一層勉学に励みます。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険 \165,350+\19,000 航空券代は大学に負担していただきました。 

研修費（現地大学への支払い） \220,000 大学に負担していただきました。 

Optional Activity参加費 \0 有料のものに参加しませんでした。 

食費 \16,200  

交通費   

その他、通信費など   

小遣い \6,000 お土産代などです。支払いはクレジットです。 

計     426,550円 

 

7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大）  学部の講義と同じ時間帯だったため参加できませんでした。 

コミュニケーション授業（現地） 4 笑いの堪えない活発な雰囲気の授業で楽しかったです。 

ビジネスに関する授業（現地） 3 ビジネスに興味があれば楽しめると思います。 

講義聴講（Class Audit） 4 現地学生向けの日本語授業の聴講がおもしろかったです。 

現地大学の設備・施設 5 メインの図書館のすばらしい設備が特に印象に残っています。 

住環境 3 不便な点もありましたが十分快適だったと思います。 
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学生交流 3 現地の学生と交流できる機会が設けられていてよかったです。 

食生活に関する環境 3 日本で見たこともない食べ物がたくさんあって驚きました。 

教職員との連絡の取りやすさ 4 日本でも現地でも連絡がとりやすかったです。 

オリエンテーション（名大） 5 事前授業を受けられない学生に対しても説明会を開いてくださり

ありがたかったです。 

オリエンテーション（現地） 3 しばしば英語の説明が理解できず友人の助けを借りました。 

D.C.トリップ 4 時間の関係で行けなかった博物館にもまた行きたいです。 

Optional Activities 4 選択性が高くてよかったです。 

 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

・Wi-Fiは持参しないと不便ですがなくてもどうにかなります。Wi-Fiは寮の個室では使えませんが一階のゲストルーム

内では使えます。よく利用しました。 

・エッセイの課題をしたりプレゼンテーションの準備をしたりする必要があるのでノートパソコンは持って行ったほう

がいいと思います。 

・日差しが強いので日焼け止めやサングラスがあるといいと思います。 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 3１日 

所属・学年｜ 法 学部  １ 年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 有 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 今回の研修に参加した動機は、英語が喋れるようになりたいというものでした。私はそれま
で何度か海外に行ったことがありましたが、話したかけた英語についてそれを聞き取り、即
座に返答することの難しさを感じていたからです。事前授業やオリエンテーションはすべて
出席しました。事前授業の英語だけの授業は難しかったですが、そのおかげで研修先でのイ
メージがつかめたと思います。そのほか個人での学習としては、stdium generale に通って
いました。英語の授業に加え、受講者も留学生ということもあって、より海外での授業に近い
雰囲気が体験できたと思います。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

 研修内容としては午前中が Writing と Speaking の授業 1 時間ずつで午後に様々な活動が
ありました。Writingの授業は、英語の論文の書き方を、その構造から読者のひきつけ方まで、
学びました。Speakingの授業は、発音、リスニング、会話、プレゼンテーションについて学
びました。中でも会話では、ただ単語で会話するのではなく、ある程度正しい返答の仕方を提
示してもらうことによって文章で会話する練習をしました。どちらの先生もフレンドリーで
知識に富んでいて、日本への理解もあり、すばらしかったです。アメリカでは、日本と違って
授業は先生と学生のキャッチボールであり、そちらの方が日本より優れていると感じました。 
 
午後の活動の一つに、Japanese classへの参加がありました。そこでは日本語で日本とア

メリカの違いを現地の学生と話し合いました。特にその違いで印象に残っているのが履歴書
についてです。アメリカの履歴書は、日本では必ず載せる顔写真、年齢、結婚歴を載せてはい
けません。それらはすべて差別に当たるからです。日本では当たり前の差別に気付くことが
でき、そこに国際比較の価値を感じました。Japanese classで現地学生と親しくなることが
できました。 

 
また、現地で通常に開講されている「世界の政治」という授業を受けました。Dr. Mark Nance

は連邦議会でも意見を求められている権威者であり、そのような教授の授業を受けることが
できたことは光栄な経験です。内容は、その授業名から世界の様々な政治についてだと予想
していましたが、トマ・ピケティの『21世紀の資本主義』とマルクス主義を考えるといった
ものであり、政治の経済的分析でした。 
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学生同士の交流としては、先に述べた Japanese class の学生との食事会が 2 日目に設け
られており、そこで仲良くなった友達とごはんに行ったり、バーベキューをしたりしました。
帰る日に、朝 4 時に私たちの寮まで現地の友達が見送りに来てくれたことは、人生で 1番の
感動をもたらしました。また、キャンパス内の芝生広場でサッカーをやっていた現地の学生
に混ぜてもらい一緒にサッカーをすることができました。やはりスポーツは言葉以上に人と
人をつなげる力があると感じました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

 住環境は 2 人部屋のきれいな寮での生活で、生活に必要なすべてのものがそろっていまし
た。キッチンは部屋にはなかったのですが共同キッチンがありました。食生活はファストフ
ードに偏りがちでしたが、朝食は野菜や果物を多めにとるようにしました。食料品その他必
要なものは、キャンパス内にある大型スーパーで購入しました。 
 金銭管理としては、ルームメイトは厳重に注意して持ち歩いていましたが、私は寮にかな
りの金額を置いていました。それでも取られることはなかったので、人目につくところにお
いてさえいなければ大丈夫だと思います。 
基本的にキャンパス内に何でもそろっているので自由時間があれば何でもできます。私は、

現地学生とごはんに食べに行った以外の自由時間としては、サッカーに参加したり、卓球、バ
レーボール、バスケットボール、フリスビーなどを、日本人含め現地の学生としたりしまし
た。ピアノを弾いたりしている人もいたし、ランニングにいっている人もいました。 

Optional Activities の一つである野球観戦は、マイナーリーグとはいえ、アメリカの球場
の雰囲気を味わうことができました。一度でも日本の球場に訪れたことがある人ならば、そ
の比較ができて面白いと思います。ロープアクティビティーは、とても高いところを綱渡り
しました。高いところが得意な人は楽しめていました。ロープアクティビティーの会場は自
然にあふれた森の中でした。エンタープルーザは映画ベイマックスに出てきたのを思い出し、
それを実際に見られたことに感動しました。フットボール観戦は、天候への配慮から、スタジ
アムでは見られませんでしたが、スポーツバーで現地学生や日本人とみんなで見ることがで
き、雰囲気に満足しました。 
 持参してよかったものは、日本のお菓子です。現地の学生に配ることができたからです。あ
とは名刺も作っていってよかったです。日本のことを知っている学生なら名刺交換が日本の
文化だと知っているからです。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 身を守るために気を付けていたことは、教員の指示通り単独行動を避けることと、夜間の
外出を極力控えることです。基本的には教員の指示に従っていれば安全です。ただ、ワシント
ン DCのユニオン駅で一人の男性が「2ドルくれ」といってきたときは驚きました。気の毒に
感じましたがそこであげてしまうとその人はそうやって生きていくことを続けてしまうと思
ったので、こわかったですが、断りました。ノースカロライナに帰ってから Speakingの先生
にそのことを話すと、普通のことだといっていました。日本では考えられないことがあると
いうことを知っていることは大事だと感じました。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 アメリカの人々は日本人と比べて優しさを行動に表わすと感じました。例えば、見知らぬ人
でも朝会えば笑顔であいさつするし、まだかなり距離があるのにドアを開けて先に通してく
れます。他にもレジの店員さんは別れ際に「いい 1 日を」と言ってくれます。このような場
面に接すると、心が温かくなります。 
大学での授業の雰囲気も日本と大きく違い、双方向性があります。わからないことは先生

が話しているうちでも質問しなければならないし、質問しないことは参加しないこととみな
されます。これらの点に関しては、どちらの国がいい悪いではなく、慣習の違いです。ただ、
お互いの素敵な慣習を取り入れ合っていければいいのではないかと思いました。 
もう一つアメリカの人々の特徴は、すべての人を愛するからこそ、自分自身のことも好き

だということです。個々の人々を尊敬するのでそれに含まれる自分も尊重しているのです。
多くの日本人は、自分のことが好きでないし、自分のことが好きな人のことをナルシストと
よび毛嫌いします。自分と違う人を排除しようとします。実際私自身も、アメリカに行くまで
は、自分に自信がなかったし、何も頑張っていないようにみえる人のことを差別の目で見て
いました。しかし、アメリカに行って、現地の人々のそれぞれの違いを受け入れる様子を見
て、自分の小ささを感じました。それからは、その人がどんな人かにもかかわらず尊重できる
ようになったし、自然といくらか自分が好きになりました。 
ですから、私が伝えたいことは、つまり、自分の周りの世界だけにしか目を向けていない

と、気付くことのできない多くのことがあるということです。そしてその気づいていなこと
の中には、自分の人生観をより良いものへと導いてくれるものがたくさんあります。留学は、
それを見つけるためのいいきっかけだと思います。私自身もこれから留学だけでなく外の世
界に目を向け続け、いろんなことを考え、発見することで自分の人間としての幅を広げてい
きたいです。 
最後になりましたが、留学でかかわったすべての人に感謝しています。ありがとうござい

ます。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 １００,０００  

海外旅行保険 ２０,０００  

研修費（現地大学への支払い） ４００,０００  

Optional Activity 参加費 ２,０００  

食費 ３０,０００  

交通費 ２,０００  

その他、通信費など ０  

小遣い 5０,０００  

計 604,000    円 

 

 

 

 92



自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

・キャンパスがとにかく広い。何でもそろっている。キャンパス内にバスが 10路線以上通って
いて、それで広いキャンパス内を移動する。アメリカ人は歩ける距離でもすぐ遠いと言って、
バスを使う。あと車で移動している人も多数。 

・寮のハウスキーパーはクーラーをつけっぱなし。 
・日本語クラスでは、かなりのレベルの日本語をほとんどの学生がしゃべれる。 
・2か月で日本語がもうほぼしゃべれるアメリカ人がいた。 
・ワシントン DCのホテルは豪華。 
・ワシントンでの夕食はセブンイレブンで済ませた。 
・ルームメイトに恵まれた。 
・引率の先生や一緒に行った日本人のメンバーにも恵まれた。 
・もちろん GTIスタッフや先生に恵まれた。 
・NCSUの大学のグッズ専門店があり、現地の学生はそのグッズを多用している。 
・寮の中に卓球台があり、裏にビーチバレーコートがあった。 
・キャンパス内の町並みがきれい。自然がいっぱい。リスが生息。 
・host dinnerの帰りにスピード違反で警察に捕まった。 
・日本食レストラン２軒に行った。そのうちの１軒では、アメリカで働いている日本人に出会っ
た。 

・図書館はロボットが本をだす。 
 
以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜ 理学部 化学科 ３年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 履修授業の関係で不参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 留学を以前から考えており、一般企業より大学提携の方が安心・信頼できたので、今回の研修に参加した。海外留

学室からの連絡が行き届いていたこともあり、申し込み手続きに苦労することもなかった。事前授業には参加できず

少し残念であったが、オリエンテーションをしていただいたおかげで、留学前の準備を効率的に進めることができ

た。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

 約 3 週間、午前中はスピーキングとライティングの授業を受け、午後は様ざまな場所に訪問したりした。授業は

非常に楽しくためになるものであった。日本語を学習している学生との交流の場を設けていただき、友達を作ること

ができた。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

 寮は比較的清潔であり、快適に過ごすことができた。ただ、リネンが毎日交換されないことは不満であった。特に

体調を崩すこともなく、怪我なく過ごせて何よりであった。自由時間は現地の大学生にモールや近くのレストランに

連れて行ったりしてもらった。インスタントのお米を持って行って良かった。日差しが強かったので、日傘を持って

いけばよかったと後悔した。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 夜は絶対に一人で出歩かないように注意した。学内にも少し変な人がいるので注意が必要であると感じた。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 英語の能力だけではなく、異文化に対する理解、新しい友達など様々なものを得ることができた。現地の大学生の

勉強に対する意欲を感じ取ることができ、よい刺激を受けることができた。非常に充実した 3週間であった。もう少

し長い期間（6週間など）のプログラムができるとよいと思った。 

 名古屋大学は留学に関しては他大学に比べ秀でていると思うので、後輩には是非留学をしてほしいと思った。 
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６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おお(円)その額 備考 

航空券代 １２５０００  

海外旅行保険 １８０００  

研修費（現地大学への支払い） ２８００００  

Optional Activity 参加費 ０  

食費 １５０００～２００００  

交通費 ０  

その他、通信費など ２００００  

小遣い ３００００  

計 600,000    円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

 授業でも英語の勉強にはなったが、一番身になったのは現地の大学生との交流である。英会話をある程度できるよう

になるのが私の今回の目標であったので、積極的に現地の大学生と交流をした。やさしい人ばかりで、今でも連絡を取

り続けている。名大内の G30との学生とも話をしてみたいと思った。 

 今回の研修から帰ってきて、また留学をしたいという思いが強くなった。交換留学、海外の大学院受験を視野に入れ、

今後も励んでいきたい。 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜  文学部  人文学科 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

自分は今まで、留学に行くことなどほとんど考えたことがなかったが、今回教養教育院の方から声を掛けていただ

き、もともと予定が入っていた夏休み前半を海外研修に充てることに若干の抵抗はあったものの、机上の勉強だけで

はなかなか身に付けられないリスニング能力やスピーキング能力を伸ばしたり、更には英語圏の文化に触れたりする

いい機会だと思い、応募するに至った。また日本人の間だけでなく、現地の学生とも交流を持ち、自分がそれまであ

まり得意としていなかったコミュニケーションスキルを身につけたかったということも大きな一因になっていたよ

うに思う。 

 申し込み手続きは保険の予約、Wi-Fiの予約など様々なものがあり面倒ではあったものの、事前授業である程度渡

航前にやるべきことが整理して提示されたり、必要に応じてメールでの連絡があったりしたため負担感はそれほど大

きくなかった。 

 事前授業では申し込み手続きや海外渡航時の諸注意などのみならず、実際の授業を体験したりプレゼンテーション

を行ったりもしたが、こうした経験は向こうでの授業の進め方や話される英語の即時理解、更には人前で発言するこ

とに慣れる上でとても貴重だったように思う。特に、プレゼンテーションにおいて、（時間があまりなくてあまり質

が良いものは作れなかったものの）ノースカロライナの食文化について調べたことは、現地の学生に食文化について

尋ねてみたり、あるいは現地の食文化を体験したりする上で非常に有効であったように思う。 

 渡航前までは特にこれといって準備・対策を行っていた訳ではなかったが、TOEIC を受験して自分の今の英語力

を数値的に可視化した。また、英語を話すときに意思がなかなか通じず恥をかくことはある程度予想できていたが、

「どうせ恥をかくなら徹底的にかく」という目標を自分なりに持っていた。この目標のおかげで、ある程度躊躇して

しまう場面も少しあったものの、現地学生や先生に積極的に自分から質問を投げかけることなどができたように思

う。 

２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

 研修は３週間という比較的短い期間であったため、非常に様々なプログラムがすし詰め状態になっており、毎日ク

タクタになって寮に帰るという状態であった。ただ授業だけでなく、現地の学生を交えた夕食会や、企業訪問やホス

トファミリーでの夕食会、野球観戦やワシントン DCへのツアーなど自分にとって新鮮なプログラムが多く、とても

充実したものだったといえよう。 

 授業としては、まず午前中にスピーキングとリスニングの授業、そしてライティングの授業を受けた。どちらの授

業の先生もとても優しく、様々な質問に一つ一つ真摯に答えてくださった。スピーキングとリスニングの授業では、

二人一組になって日常会話の練習をしたり、先生が読む文章の内容を覚え、後から質問に答えたりしたが、特に会話

練習では、自分の言いたいことは決まっているのに、それを適切に英語で表現できないというもどかしい状態が続い

た。ただ、会話をできるだけ切らないように、どんどん話題を振っていくという力はある程度ついたのではないかと

思う。次に、ライティングの授業では、エッセイの書き方（特に Compare and Contrast Essay）の書き方を最初の

所から丁寧に学んでいった。宿題は多く大変だったものの授業は楽しく充実しており、エッセイを書く上で使うべき
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テクニックや単語などを段階的に学んでいくことができた。今回の研修では、英語力の伸びを測るために研修の最初

と最後にライティングを含むテストがあったが、そのテストにおいて、自分のライティング能力の伸びをとても実感

できた。続いて、午後には自分で選んだ日本語授業（現地の学生が取っている授業）、現地の専門授業などを受ける

ことができたが、特に日本語授業においては、日本語の言語、文法的な解説だけでなく、日本の文化や日本が今抱え

る社会問題（少子高齢化問題など）なども扱っており、日本人の視点からではなく、他の文化圏の人から見た日本と

いうものを実感することができてとても勉強になった。また授業中に学生が先生に対して積極的に発言している姿も

印象的であった。 

 日本語授業を取っている学生との夕食会や、日本語クラス後の交流など、現地学生と関わる機会も多く与えられて

いた。LINE で連絡を取り合って、誘い合って夕食に行くという人も多かったように思う。自分の意思を適切に伝え

たり、会話を続けさせたりすることはなかなか難しかったものの、現地の学生も非常に親身になって一生懸命聞いて

くれようとしており、会話することにそれほど抵抗感は感じなかった。 

 その他に、企業訪問、ワシントン DCへのツアーなどもあったが、どれも充実したものだった。企業訪問において

は、会社の概要の説明や、実際の工場見学などが行われたが、実際に離される英語がとても難しくなかなか理解でき

なかったものの、会社としてどのような基本精神を持っているか、海外に市場を拡大する上でどのような戦略がとら

れうるのか、等のことについて知ることができたので良かった。一方、ワシントン DCツアーでは、班行動が主だっ

たため色々なところを回れ、現地の独特の文化や生活様式などに触れることができた。特に、スミソニアン博物館を

訪れた際には、世界中から集めた目も眩むばかりの数々の宝石や巨大な化石などを見ることができ、改めてアメリカ

のスケールの大きさを認識させられるに至った。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

 大学内の寮に、２人１組となって宿泊した。寮内はシャワー、テレビなどが完備されていて快適ではあったものの、

調理器具が不揃いであること、冷蔵庫内のものが冷えすぎて凍ってしまったことなどが問題であった。また寮内は

Wi-Fiが飛んでいるところと飛んでいないところがあったため、あらかじめ持って行ったWi-Fi機器が大活躍した。

朝が早いので朝食は自分の部屋で済ませることが多かったが、スーパーに行った際あまり沢山食材を買わなかったた

め少しひもじい思いをしたので、思い切って多目に購入しておくべきだと思った。昼食、夕食は外食で済ませること

が多く、特に「ファーストフード＋ソフトドリンク」という組み合わせが一番多かったため、必要に応じてサラダな

ど野菜も組み合わせて食事を取るべきだと感じた。ただ、現地のファーストフードは日本とは比べものにならないほ

ど美味しかったため、食事をあまり苦痛に感じることなく取ることができた。また現地には韓国料理店などの店もあ

ったため、自分の好みに合わせて色々な店を訪れることもできた。 

 大学側からミールクーポンが支給されたので、金銭的に困ることはあまりなかった。ただ、食事の際チップを払わ

なければならない場面が何度かあったため、その分の見積もりもしっかりしておくべきだと感じた。また、２回ほど

浮浪者の人に金が欲しいと言われた場面があったが、その人達の自立のためにも、きっぱりと断る勇気も必要だとい

うことも感じた。 

 プログラムが多忙だったため、あまり自由時間が取れず、取れても寝ていたりプレゼンの準備をしていたりするこ

とが多かったが、学生会館の隣の音楽練習室へ行ってピアノを弾かせてもらったり、現地の教会密集地域に足を運ん

で教会巡りをしたりと様々な活動ができた。ただ、いくら多忙になるとはいえ、普段できないような経験や現地の文

化を、身をもって、Optional Activityはできるだけ沢山取っておくべきだと感じた。特に、ホストファミリーでの食

事会においては、ホストファミリーとの机を囲んでの会話のみならず、家の中の案内など色々なことをしてもらえて、

アメリカの一般家庭の雰囲気をつかむことができた。また、家族の方がとても優しく話しかけやすい方で、非常に打

ち解けた感じで交流を持つことができた。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

大学内で危険を感じることは全くといっていいほどなかったし、非常用ボタン（大学内警察に繋がっている）が至る

所に設置されていたので安全性の面では心配する必要は全くなかった。ただ、現地の人は歩行者用信号が「止まれ」

のままでも道路を平気で渡ろうとするので、それにつられて無理な横断をしようとしないことが大切である。また僕

は２回ほど浮浪者の人に話しかけられたが、気の毒だとは思っても、勇気を持ってさっと断った方がその人達の自立

のためにも良いであろう。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学当初、現地の人々と交流した後の率直な思いは、「交流し、自分の英語を使えたことの嬉しさ」よりも、「うま

く交流できない悔しさ」の方が強かった。店で食べ物を注文する時でさえ、うまく言えずあるいは聞き取れずに、店

の人に呆れられることもしばしばであった。しかし、自ら話しかける積極性を保とうとし続けた結果、ある程度相手

の話についていけるようになり、徐々に自信をつけていくことができた。英語力に関しては、ライティングに関して

はとても伸びた実感があるが、リスニングとスピーキングに関してはあまり伸びを実感できてはいない。そもそも、

総体的な英語力が、この研修を通じて向上したという感触はあまり得られていない。しかし、英語能力向上の根幹に

ある「英語を使い英語で発話する積極性」や「英語学習に対する興味」といったものを、研修を通じて培ってくるこ

とができたのではないかと思う。また、ツアーや Optional Activityなどによって、アメリカの大学の雰囲気やアメ

リカ独特の文化（チップなど）に自分の身を浸すことができ、英語を単なる語学と取るのではなく、どのような文化

圏の中で英語が使われ、発展しているのかを理解することができた。 

 後輩に伝えたいこととしては、留学をする前に自分なりに何かしら目標を立てておくと良い、ということがある。

その目標も、留学を通じて自分の英語力を高めるといった漠然としたものよりも、今の自分に□が足りていないので、

留学を、△という今の自分の状態を変える契機にしたい、といった具体的なものの方が良い。目標をあらかじめ立て

ておけば、現地での活動に主体性を持って参加できるし、目標を達成するために努力しようとするというその姿勢が、

本人の積極性や興味を引き出し、結果として語学力向上に繋がっていくと思う。 

 今回の留学プログラムは、上述した通り色々な経験ができ非常に充実したものであった。やり残したことはほとん

ど無く、とても満足している。ただ、毎日がとても忙しく、スケジュール上授業同士が重なってしまうという事態も

度々起こったため、３週間という短い期間の制約の中で様々な活動を盛り込むのは難しいと思うが、もう少しプログ

ラムを緩やかにして欲しかったというのが正直な意見である。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 165350  

海外旅行保険 16890  

研修費（現地大学への支払い） 300000  

Optional Activity参加費 1000 費用がかかったのは野球観戦のみ 

食費 20000 一回の食事を８ドル程度として換算 

交通費 0 大学内のバスは無料、ワシントン DCツアー時も地下

鉄用の磁気カードが配布された 

その他、通信費など 15000 Wi-Fi機器 

小遣い 30000 その他雑費 

計  548,240   円 
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自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

 まず行ってみて驚いたのは、大学の敷地の広さである。敷地内に 10 本のバスルートがあり、移動にはバスを使わな

いと、とても遠くて歩けない。また、興味深い建物や場所なども点在しており、暇な時間に訪れて過ごすのも楽しかっ

た。特に、大学内には２つの大きな図書館があり、あまりの収蔵書の多さに驚いたし、学生達が勉強するスペースがか

なり広く取られていたのは印象的であった。また食事が取れるところも多くあり、場合によっては屋台のようなところ

で食事を買うこともできるため、食べることには困らないだろう。 

更に、現地の人々の優しさ、親身さにも驚いた。何か分からないことがあって先生に聞きに行くと、非常に親身にな

って丁寧に教えてくれた。また、現地の日本語クラスの人々と交流する機会が何度かあったのだが、僕たちと話すのが

楽しくてたまらないといった明るい感じで話しかけてきてくれた。更に、プレゼンテーションのためのインタビューを

現地の学生に学生会館の中で行った際も、非常に親身になって質問に答えてくれ、最後に握手までしてくれたこともあ

った。ノースカロライナ大学では、教師と生徒という基本的な関係は、日本ほど厳格ではないような感じであり、とあ

る日本語クラスの受講生が、口を揃えて「この先生はいい先生だ」と尊敬の念を表していたことも印象的であった。ま

た、大学内だけでなく、どこの食事の店に行っても、出て行くときに必ずと言っていいほど「Have a good day!」と声

を掛けてくれたこともとても心に残った。このように、現地の人々との交流においては、心配するところはほとんど無

かったと言えよう。 

授業だけでなく、皆が参加する活動や Optional Activityがあったのだが、その中で特に心に残っているのはワシント

ン DC へのツアーである。２泊３日で、かなり色々なところを回ったのだが、それでも足りないと思えるほどに、この

ツアーは充実していた。１日目に僕たちは国際スパイ博物館やスミソニアン博物館などを回ったのだが、展示物一つ一

つが非常に大きなスケールを持っており、アメリカらしさを肌で感じることができた。土産物屋も充実しており、特に

スパイ博物館の土産コーナーでは面白いグッズなども沢山売られていた。また、ホワイトハウスやリンカーン・メモリ

アルなど歴史的建造物も多く目にすることができ、観光名所となっているワシントンでも、今実際に政治・経済が動い

ているのだということを実感できた。 

以上のように、今回の研修を通じ、英語力を伸ばすための授業だけでなく、現地の授業を受けて授業の雰囲気がどの

ようなものかを知ったり、自分が今まで経験したことのないような様々な活動したりすることができた。また、その中

で多くの人たちと関わりを持つことができ、自らの人間的視野を広めコミュニケーション能力を涵養する一助になった

のではないかと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の窓から見た、大学の遠景     大学内にある図書館、Hill’s Library 
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大学内のカフェテリア               寮内の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スパイ博物館の土産コーナーにあった、怖い  リンカーン・メモリアルから見たワシントンの夜景 

     顔のマトリョーシカ           （奥に見えるのはワシントン・タワー） 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜ 工 学部  化学・生物工学科学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 キャリア形成論という授業を受けていた時にこの短期研修の紹介をされて、アメリカに行ってみたいと思ったため

です。事前授業で保険の紹介や持ち物の案内、海外の情勢のお話があったので、その部分はとても助かりました。グ

ループでやったプレゼンも、準備は大変でしたがノースカロライナの文化を知ることができてよかったです。自分で

した準備は自己紹介に使う表現を少し勉強したことくらいです。ノースカロライナの環境がどのようなものか正確に

は分からなかったので、Wi-Fiを持っていくか、現地で使用可能な携帯電話を持っていくか迷ったのが一番の苦労で

した。結局持って行かないことにしましたが問題ありませんでした。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

 午前中は主にライティングとスピーキングの授業を受けました。エッセイの書き方と会話の仕方、プレゼンテーシ

ョンの組立て方法を学ぶことができとてもためになりました。どの授業も飽きないように工夫が凝らされていて、英

語だったので少し理解できないこともあったけど楽しく勉強することができました。特にプレゼンの作り方は、日本

とはかなり違って、パワーポイントの文字を少なくしたり、ひきつける画像を用いたりとアメリカならではの面白い

プレゼン法を学べて興味深かったです。午後は大学内を歩いたり、現地の学生と交流したりしました。現地の学生は

とても親切でゆっくりと話しかけてきてくれるし、さらに時間があるときいろいろなところに連れてもらったしとて

もフレンドリーでいい人ばかりでした。また、とても勉強に熱心な学生の様子を見て自分のやる気も触発されたと思

います。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

 食生活では、ハンバーガーやピザなどの脂っこいものや味の濃いものが多くて口に合わずとても辛かったです。そ

れが理由か、帰国後に結構体重が減っていました。日本食やお茶を持って行って良かったです。住環境においては、

最初は時差ボケがあったけれども、寮の設備がだいたい充実していたのでいい生活が送れたと思います。日用品も現

地で調達できたので問題なかったです自由時間は、近くのスーパーや大学構内にあるお土産ショップに行ったり、現

地の学生との交流を楽しみました。OPTIONAL ACTIVITIES は、野球やアメフトの試合を観戦して、現地の臨場感

を味わうことができたし、スーパープレイもいくつか見られてとても面白かったです。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 なるべく一人にならないように、また一人になってしまう人を作らないように心掛けました。あと、財布を二つに

分けたりしました。それと夜遅くに出歩かないことを心がけていました。そのおかげか、あまり危険を感じることは

ありませんでしたが、唯一、大学構内で行われていたプレゼンのイベントのときに怪しい占い師に絡まれたときに少

しだけ危険を感じました。他の研修者で怖い思いをした人がいるとも聞いたので、女の子は特に気を付けた方がいい

のかなと思いました。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 ノースカロライナに行ってすごくいい経験ができたし、友達もたくさんできて本当にいい研修だったと思います。

自分の英語能力の乏しさに気付けたし、同年代にこんなに喋れる人がいるということを知れて勉強しないといけない

なと思いました。割とスケジュールがハードだったので、もう少しこの留学の期間を延長するといいのではないかと

感じました。あと周りに日本人が多くて日本語を使えてしまう場面が多かったと思うので、研修に行く人数を減らす

か、研修のプログラムをもう少し見直してもいいかもしれません。後輩には是非この研修を薦めたいと思います。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

計  60万   円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

図書館がすごく大きくて中がとても綺麗でした。勉強するのにもぴっ

たりだし、ゲームや音楽、プレゼンに使える設備もあってすごかったで

す。右が図書館の写真です。 

 

大学の生協みたいなものがとても大きくて、いろいろなメーカーとコ

ラボレーションした大学グッズを販売していたり、いろんなところに

カフェがあったりと楽しかったです。 

 

ワシントンにあった博物館がほとんど入場料無料だった上に展示物の

たくさん種類があってすごくよかったです。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜情報文化学部 社会システム情報学科２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

大学二年ということでそろそろ海外に触れてみたくなったのと、英語の苦手意識をすこしで
も払拭したかったので応募しました。 
事前準備はパスポート取得と、スーツケースを買うなどの旅行の準備くらいでした。この研
修は航空券などもセットになっていて、海外初体験の僕のような者には心強かったです。 
英語の勉強については、高校のころ使っていた英単語帳を見返したりはしましたが、現地で
それが生かされたかはわかりません。もうすこししっかり勉強していけば、より効果的だっ
たかなと思います。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

午前中は英語の授業（アカデミックライティングと欧米での正しいプレゼンテーション法） 
午後は、現地学生の日本語の授業（個人的には１番好きだった）、現地の授業に参加（学生の
英語が早すぎて厳しかった）、現地学生とディナー、文化、ビジネス学習、アクティビティ、
Tripなどなど 
現地学生はみんな優しくてフレンドリーで気軽に話しかけてくれたので、かなり英語でコミ
ュニケーションが取れ、良い思い出を作ることができました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

住環境は快適でした。ただ食生活がどうしても肉食になるので（これもアメリカの文化の
一部です）サラダなどをちゃんと取りましょう。ただあまり食に神経質になるのも良くな
いです。 
寮の洗濯機は液体洗剤しか使えないので気をつけましょう。粉末洗剤を持っていったの
で液体洗剤を現地で買いましたが、アメリカの柔軟剤は匂いがきつかったです。ただそう
いうことを学べたのも貴重な経験でした。 
持っていくものに関しては、日用品なら大抵のものは近くの薬局やスーパーマーケット
に揃っているので、そんな神経質にならなくてもいいでしょう。 
お金はほぼお土産と食事にしか使ってないです。 
日本語クラスで友達を作り（たいてい向こうから話しかけてくれる）、空き時間はなるべ
く友達と英語を話しましょう。そのためには Facebook のアカウントを（書き込みなど
しなくても登録だけでよいので）作っておくべき。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

リュックで行動していましたが、ワイヤー鍵をつけていました。危険を感じることはありま
せんでしたが、アメリカの博物館や空港にいる警備員が一番怖かったです。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

もし短期留学に参加できる環境下にいて行こうか迷っているならば必ず行くべきです。たし
かに、３週間の留学だけでは現地の人と何不自由なく英語で会話ができるレベルまで持って
いくのは難しいです。ですが僕は、やはり海外に行くことで、日本で英語を勉強している時よ
りも英語の語学力が短期間で伸びたことを実感できました。また語学だけでなく、アメリカ
の文化、アメリカ人の気質などを自分の五感を通じて知ったこと、それによって日本の良い
ところ悪いところなどを再確認できたことなど、私の人生観を変えるような体験をすること
ができました。それだけでも有意義だったと思っています。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険   

研修費（現地大学への支払い） ５７万前後  

Optional Activity参加費   

食費 ３５０ドルほど  

交通費   

その他、通信費など   

小遣い 現金クレジット合わせて

３～４万 

どんな方法で支払いをしましたか？（現金○○円、クレジッ

トカード○○円など） 

計 ６３万   円 

 

7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大） ５  

コミュニケーション授業（現地） ５  

ビジネスに関する授業（現地） ５  

講義聴講（Class Audit） ５  

現地大学の設備・施設 ５  

住環境 ５  

学生交流 ５  

食生活に関する環境 ３  

教職員との連絡の取りやすさ ４  

オリエンテーション（名大） ４  

オリエンテーション（現地） ５  

D.C.トリップ ５  
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Optional Activities ５  

 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

日本に帰国して思ったが、日本食はおいしい。僕は今回の研修でアメリカ好きになったが、唯一、アメリカで無性に日

本食が食べたくなるときがあって軽くホームシックになった。けどそれ以外は毎日が充実しているのでホームシックに

かかる暇がなかったので安心してください。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜  文学部  人文学科 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 参加 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

 語学留学のような，語学学校に通うようなものでなく，大学に通える短期留学はないかと
探していたところ，名大海外留学室でこのプログラムを知り，応募しました．また，大学に
通うことができ，寮での生活もできるので長期留学の前の練習という意味もこめていました． 
 事前授業のアメリカ文化事情では，アメリカの生活や歴史，文化について学んだり，実際
に英語だけでの授業を受けたりすることで，留学への良い準備となりました．特に，英語だ
けでの授業は，自発的な発言が求められ，日本人同士でも英語で話さなければならないので，
実際の留学を想定するよい準備となりました．また，自分達で決められたテーマについて調
べ学習を行い，プレゼンテーションをすることで，より主体的に授業に参加することができ
ました． 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

 研修期間中はスケジュールがぎっしりつまっていて，とても充実した時間が過ごせました．
最も印象に残っている授業は，現地の授業聴講で受けた社会学の授業で，日本の大学とは違
った授業の形態や，英語で学ぶことを体験できて良かったです．授業に参加するのは緊張し
ましたが，勇気をだして質問や発言をするように心がけました．すべての学生が授業中は真
剣に教授の話を聞いて積極的に発言をし，課題もきちんとこなすところが印象的でした．
Academic Writing の授業では，今までに習ったより詳しく essay の書き方を教えて頂き，
ためになったと思います．ビジネスの授業では日本と全く違ったアメリカの仕事の事情をし
ることができ，驚かされました． 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

 ジャンクフードばかりでは体調を崩すし，飽きると思ったので，なるべくヘルシーなものを
食べるよう心がけました．最初の現地の日本語クラスの学生との交流会で仲良くなった学生
がとてもいい人達で，その後自由時間によく遊ぶようになりました．彼らは食事に誘ってく
れたり，モールに連れて行ってくれたり，寮に呼んでくれたりしたので，自由時間はほとん
ど一緒に過ごしました． 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

 初日の午後９時頃に６人ぐらいで近くのドラッグストアに寄ったところ，酔っ払った黒人
の集団が物を投げていて，怖いなと感じたので，それから危機管理には気を配ろうと思いま
した．また，現地でも少し前にレイプ事件があったと聞いたので，夜は一人で出歩かない，
門限は守るなど，気をつけました．また，DC視察の際は，寮に手持ちの現金を全額おいてお
くことに不安を感じたので，３つにわけ，寮のスーツケース，小旅行用のバッグ，リュック
に分けていれていました．結果何も盗まれなかったのでよかったです．  

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

 次の留学への目標が見つかりました．田舎だからか，優しい人が多くて感激しました．日本
はつくづく安全な国だと思ったのと，アメリカの学生を見習って勉強を頑張らなければなら
ないと思いました．２回目の週末にニューヨークに行けば良かったと思っています．行きた
い人がいたら是非行ってきて下さい． 

 
以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 30日 

所属・学年｜文学部 人文学科 ２年生 
  

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

最初はこの研修の存在すら知らなかったし、経済的にも海外研修に行くつもりはなかったのですが、今回の総長奨励

の話をいただき参加させていただこうと思いました。自分の英語でのコミュニケーションがどれほどかわからなかっ

たので不安ではありましたが、逆にこの研修を通して苦手意識をなくしてやろうと思っていました。割とギリギリに

お話をいただいたので、少々手続きは急ぎ気味ではありましたが海外留学室の皆さんにもお世話になり無事手続きは

できました。事前授業は色々な意味で、あってよかったと思います。アメリカが具体的にどんな国なのかを詳しく知

る機会にもなりましたし、事前授業の中で知り合った学生のみんなと先に仲良くなれたことはメリットでした。個人

的には、少し荷づくりに取り掛かるのが遅かったので直前にあたふたしてしまったことが反省点です。事前にオリエ

ンテーションをしていただくことで、具体的にどう動けばいいかがわかったのでよかったです。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

研修内容を一言で表すならば、充実していたということです。いい意味でやることがたくさんありました。午前中は

授業で、午後は様々な場所を見学、週末はいろいろなところに出かけて、退屈することはなかったです。スピーキン

グの授業はロバート先生のノリが楽しくて朝から目が覚めました。楽しいだけではなく、本格的な発音練習や人と話

す練習、さらにプレゼンの際気を付けることなど役に立つことが多かったです。ライティングの授業は英語のエッセ

イの書き方について学びました。アン先生はいつも褒めてくれたことが記憶に残っています。褒めてもらうと次も頑

張ろうと思えるので、とても積極的に授業に臨めました。プレイスメンテテストに関しては日本で受けるようなもの

とそこまでの違いを感じませんでした。特に楽しかったのは日本語授業の見学です。日本語授業の上級クラスのクオ

リティの高さには驚きました。そして、日本に興味を持ってくれる学生と仲良くなれたことがとてもうれしかったで

す。その後、一緒にご飯を食べに行ったり、週末に遊びに行ったりすることもできたので、貴重な出会いができたと

思っています。ただ、あまりにもいろいろな授業が重なり過ぎて犠牲にしないといけない授業もあったので、できれ

ばうまく調整して参加できたらなと思うこともしばしばありました。州都ローリーやワシントン D.C.へ出かけた時

は、アメリカという国が新しい歴史を持つ国ではあれど、それを大切にしていることを実感しました。博物館に無料

では入れるというのは日本ではなかなか難しいことだと感じます。とても充実していたので、プレゼンの準備に時間

を取るのに苦労しましたが、現地の人々のインタビューへの協力のおかげでなんとかやり遂げられたことには感謝し

ています。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

大学の寮はキャンパスと同様広かったです。最初は戸惑うことも多かったですがだんだんと慣れていきました。食生

活は美味しいものがいっぱいですが、どうしても野菜などが不足しがちなのでスーパーでフルーツを少し多めに買い

こんだりしていました。ノースカロライナの気候は日本と似ているところがあってきた当初は蒸し暑かったです。2

週間目からは涼しくなってきたので調節可能な服装がいいと思いました。それだけでなく、空調が極端なのでやはり
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半袖だけでなく何か長袖のものは持っていくといいと思います。健康面では特に病気はしませんでしたが、ハードス

ケジュールなのでできるだけ睡眠をきっちりとるようにしていました。体力温存のためにでかけるのをやめたときも

ありました。金銭面ではミールクーポンとしてもらったカードがそれ以外にも使えたので生活に支障はなく、航空費

や授業料を負担していただいているので大きく家計に響くこともなく非常に助かりました。クレジットカードも持っ

ていきましたが前述のカードを使い切ろうとしたのでほとんど使う場面はなかったです。自由時間はどこかへ出かけ

ていることが多かったです。友達とご飯を食べに行ったり買い物に行ったりしていました。週末にはローリーに行っ

て博物館や美術館に足をのばしたりもしました。後の時間はひたすら授業やプレゼンの準備に使うだけで一日が終わ

ってしまうという感じでした。持って行ってよかったものというか、お土産を買いすぎると重量制限という問題が発

生するので、できるだけ捨てても構わないものを持って行って捨てて帰ってくるのをお勧めしたいです。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

大学の中は基本安全だと聞いていたのであまり神経質にはなりませんでしたが、できるだけ二人以上で行動するこ

と、夜にはあまり外に出ないことは気を付けていました。危険を感じたというほどでもないですが市バスに乗ってダ

ウンタウンまで行ったときはかなり気を張りました。少し通りの雰囲気も相対的に暗めだったのでできるだけ多い人

数で行動すべきだと思いました。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

英語能力は向上したかと聞かれれば、実はほとんど変わっていないと答えるかもしれません。3週間で英語がものす

ごく上達するということはあり得ません。ですが、現地の人々と英語で話すことができたという感触は残っています。

自分の言いたいことが伝わったとき、相手の言ったことが何とか分かったときはすごく満足しました。そのような意

味では英語コミュニケーションへの苦手は薄れたと考えてもいいかなと思います。もちろん授業でも聞き取れないこ

とはありましたし、なかなか何を言いたいのか言葉にできないこともありましたが、少なくとも相手が聞こうとして

くれているときに頑張ってみることの大切さは実感しました。もし今後も研修にいく方がいるのなら、向こうの方々

はとても親切なので、積極的に話してみるといいかもしれません。こちらの言うことをゆっくり注意して聞いてくれ

る人が多いです。この研修は英語だけでなく、大切な人間関係も得られました。今回はこのような貴重な機会を与え

てくださって本当にありがとうございました。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険 （18万円） 内保険料が 2万円程度 

研修費（現地大学への支払い） （2800ドル） 航空券代とともに振り込んでいただきました。 

Optional Activity参加費 20ドル 野球観戦代 

食費 （200ドル） ミールクーポンで全部足りました。 

交通費 10ドル 大学のバスは無料なので市バス代のみ。 

その他、通信費など 2万円 ポケットWi－Fiを持っていきました。 

小遣い 300ドル 現金を 300ドルほど持って行きました。クーポンを使い切る

ためにクレジットカードはほとんど使わなかったです。 

計     73,000円（実質負担で） 
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7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大） ４ プレゼンの練習になりました。 

コミュニケーション授業（現地） ４ 課題等大変なこともあったけれど充実していました。 

ビジネスに関する授業（現地） ４ アメリカビジネスの実情が聞けて面白かったです。 

講義聴講（Class Audit） ５ 日本とは違った形式の授業が楽しかったです。 

現地大学の設備・施設 ４ とにかくキャンパスが広いので移動は大変ですが設備は新しくて

快適です。 

住環境 ３ シャワーしかないのは日本人には慣れないところです。 

学生交流 ５ 皆さん親切で素敵な方ばかりでした。 

食生活に関する環境 ３ どうしてもジャンクフードに偏りがちになります。 

教職員との連絡の取りやすさ ４ 気軽に相談や質問ができて助かりました。 

オリエンテーション（名大） ４ 気を付けるべきことや注目すべきことがわかりやすかったです。 

オリエンテーション（現地） ４ わかりやすい英語でゆっくり説明してくれました。 

D.C.トリップ ４ やりたいことが多すぎて時間が足りないぐらいでした。 

Optional Activities ５ スポーツを見たり日本語クラスに参加したりと盛り沢山でした。 

 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

 
 

 

 

 
 

 

とにかくたくさん友達ができました。 

みんなとはご飯に行ったり遊びに行ったり、本当に親

切にしてもらいました。 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
キャンパスがとても広いですが、図書館が特に大きくていろいろな部屋があ

って驚きました。 
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マイナーリーグですがたくさんの家族連れでにぎ

わっていました。 

 

 

 

 

 

 

著名な絵画も多い美術館です

が、無料で見られるのが信じ

られないです。ちなみにノー

スカロライナの美術館もまわ

りやすく見どころがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋大学とは違った雰囲気の中で、強く感じたのはノ

ースカロライナの学生は大学に親しみを強く持ってい

るという点です。大学グッズの充実などもですが、学生

に愛されているなと感じました。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜ 農学部 生物環境科学科１年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 無 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

大学生の長い夏休みを利用して海外に行きたいと思ったため。 

大学のプログラム以外（生協の短期留学のパンフレットなど）も見たが、初海外だったため往復の飛行機も名大生と

一緒に行けることや、現地でのプログラムがすでに組まれていることが決め手となってこのプログラムに応募しまし

た。また研修期間もちょうどよかったため NCSU のプログラムに決めました。学部の授業があったので事前授業に

は参加できず残念でしたが（一回のみ参加）、疑問点は留学室に相談して準備しました。留学室の先生方は親身にア

ドバイスしてくださり本当にありがたかったです。NCSUへの支払いに手間取った以外は、手続きは特に問題はあり

ませんでした。煩雑な手続きもなかったと思います。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

平日の午前中は speakingとwritingの授業（20人１クラス）があり、午後からはほぼ毎日アクティビティやイベン

トがありました。現地の日本語クラスや専門科目の聴講もありました。ワシントン D.C への旅行はとても印象に残

っています。現地の学生と休日に出かけたり dinnerに行ったりもしました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

寮は研修に参加した子との二人部屋でした。部屋は広く快適で、冷蔵庫も部屋にあったので便利でした。部屋用のス

リッパ、PC、ポケットWi-Fiは持っていってよかったです。朝食はシリアルやパンなどの簡単なものを食べていまし

た。夕食は３週間のうち３分の１くらい自炊したと思います。まったくキッチンを使わなかったと言っていた人もい

ました。外食すると日本と比べ野菜は少ないですが、味付けが若干濃いこと以外それほど問題はありませんでした。

水道水は 100%安全だと言われましたがあまりおいしくなかったので、ペットボトルを買ったり給水器を使ったり

していました。研修のはじめのほうに日本語を勉強している現地の学生との交流の会があり、そこで連絡先を交換し

てその後 dinner に行ったり、遊びにいったりしました。現地の学生はとても優しかったです。気候は日本より湿度

が低いですがやや暑い日もありました。３週目になると朝晩はかなり冷えたのでパーカーやカーディガンが役立ちま

した。持って行ったものが長ズボンが多かったので、短いズボンがあってもよかったと思います。休日はフットボー

ル観戦、映画、現地の子と食事に行くなどして過ごしました。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

現金は数か所に分けて保管していました。できる限り複数で行動することと夜は出歩かないことに気を付けていまし

た。持ち歩かない貴重品はスーツケースに入れて鍵をかけていました。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

初めての海外だったので、不安もありましたが充実した３週間を過ごすことができ参加してよかったと思います。ま

た事前授業に出席できなかったため心配していましたが、研修生はみんな話しやすくフレンドリーな人たちばかりで

安心しました。研修プログラムのスケジュールがやや過密だった気がしますが、密度の濃い３週間が過ごすことがで

き大変満足しています。またこのようなプログラムに参加したいです。海外に行きたい気持ちが強まりました。今回、

自分の英語力不足（会話力、語彙力、知識など）を痛感したので英語の勉強をがんばろうと思います。もし語学研修

に参加しようか迷っている人がいたらぜひ勇気をもって参加することをおすすめします！心配事もあるかもしれま

せんが、参加してよかったときっと思えると思います。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

項目 おおよその額 備考 

航空券代 16万円  

海外旅行保険 2万円  

研修費（現地大学への支払い） 33.5万円(2800$) GTIより、うち 300$を DevitCardに入れてもらった 

Optional Activity 参加費 0円  

食費   

交通費   

その他、通信費など 2.5万円 ポケットWi-Fi、スーツケースレンタル 

小遣い 2万円(150$) 食費、その他お土産含む 

（150$＋DevitCard300$=450$） 

計  約 56万円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

アメリカのスムージーがおいしかったです。研修中に２，３回食べました！寮の向かい側のMission Valleyにもお店が

あります。NCstateに行ったら、現地の BBQ料理をぜひ試してみてください。わたしが想像していたアウトドアの BBQ

とは全く違いました。 

NCSU内のWitherspoon Student Centerでは３＄で映画が見れます！Inside Out(日本のインサイドヘッド)をみまし

た。ただ毎日上映しているわけではないので、webで上映スケジュールを確認するといいと思います。日本にポストカ

ードを送ろうと思ったのですが、切手の調達が大変でした。（寮の受付のところに stamp の自販機があったようです

が・・・）わたしは DCのホテルで切手を入手しました。USPSは平日 16:00までなのでそこに切手を買いにいくのは

時間的に不可能でした。Mexicanの CHIPTLEというお店の burritoがボリュームもあっておいしかったです。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 23日 

所属・学年｜ 医学部 医学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 
１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

海外留学のことなど一切考えていなかったが、総長推薦に決まった旨の電話を頂いたとき

に、せっかくの機会なので留学に行くことを決めた。海外留学室や教務から丁寧にメールで

の連絡が来たので、そのメールに従って説明会に出席したり提出物を出したりしていれば滞

りなく準備できた。事前授業は学科の実習があったため出席できなかった。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

午前中の語学の授業は私にとっては少々簡単だったが、三週間連続でネイティブの先生の

授業を受けるという点では新鮮だった。午後のアクティビティは新鮮で貴重な経験をたくさ

んすることができた。特にノースカロライナ州の税務省で伺ったお話はアメリカ人から見た

戦後日本の経済について綺麗ごとだけではない意見を聞けてためになった。また、ノースカ

ロライナ大学のキャンパスツアーでは医学部の購買で買い物ができて楽しかった。授業を通

して名大の他学部の学生と仲良くなることが出来たのは良かった。 

放課後、日本語学習生との交流の機会が設けられていたのは非常によかった。そこで仲良

くなって連絡先を交換した学生とモールに行ったりご飯を食べて遊んだりできたのはとても

いい英会話の練習になった。逆に、この現地の学生との交流がなければ、日本人同士で行動す

る機会のほうが多く語学研修としては物足りないものになっていただろう。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参して良かったものなど） 

寮は快適とは言い難かった。タオルは変えてもらえるどころか毎日数が減っていきバスタ

オルまでなくなった。結局最終週になってようやく新しいタオルがもらえるようになった。

このような状態になるくらいなら最初から備え付けのタオルはない方が便利である。シーツ

も三週間の間一度も変えて貰えなかった。個室には電子レンジと水道、冷蔵庫と食器がいく

つかあったので、特に誰にも外食に誘われなかったときはシリアルやサンドイッチを部屋で

食べることが多かった。寮共有のキッチンはあったが、小さかったのと不便そうだったので

結局使わなかった。Dining Hall の食事も美味しかった。しかし、量が多すぎるため結局割高だ

ったのと、初週に食料を買い込み過ぎたのでこのような生活になった。慣れない生活で疲れ

てしまったときは部屋で昼寝をするなどして休憩と活動をバランスよく行うことが出来た。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

夕方以降は絶対にひとりでは出歩かないようにした。また、夜９時以降は絶対に寮から出

なかった。買い物程度なら一人でも大丈夫だったが、学生と交流するなど人が多い場所に行

くときは、変な学生に絡まれる危険性を考慮して複数人で行動したほうがよいと思う。また、

何を言っているかわからないときは安易に首肯するとトラブルのもとになる。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

元々内向的な性格だったが、研修という機会に色々な人と積極的に交流することが出来、

日本に帰ってからも以前より社会的な人間になれたと思う。実家通いの人間としては、親元

を離れて三週間生活をするという点でも非常にいい経験になった。日本とは全く異なる風習

に基づいた生活に触れ、日本では絶対にできない貴重な体験を沢山積むことが出来るので、

後輩たちにも機会があれば積極的に留学に行くことをお勧めする。英語力に関しては全く心

配ない。どれほど文法が崩壊していても身振り手振りを交えて一生懸命話せば相手には伝え

られる。もちろん聞く気のない相手には伝わらないが、これは聞く気のない日本人相手に喋

っているときとまったく同じことなので気にする必要はない。プログラムへの要望としては、

日本人の集団での授業はあまり英語力向上につながらないので、もっと現地の授業を聴講す

る機会を与えてほしいことと、寮のアメニティがどれ程整っているのかなど、生活に必要な

情報はもっと早めに確実に教えていただきたい。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 165,350 大学負担 

海外旅行保険 20.000  

研修費（現地大学への支払い） 500,000 400,000は大学負担 

Optional Activity参加費 0  

食費 0 280$、現地大学からのデビットカードで支払 

交通費 0 空港までは車で送迎 

その他、通信費など 0  

小遣い 50,000 400$ 

計     約 750,000円(自己負担 170,000) 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

ローリーのダウンタウンは雰囲気が悪く観光するものもないので、ノースカロライナ自然史博

物館周辺以外は行っても意味がないし、行くとしても四人以上の方がよい。バスだけで行くには

少し歩かなければならないが、ノースカロライナ美術館が週末の半日を過ごす際にお勧めであ

る。また、持ち歩けるスマホやタブレットの類は必ず持っていった方がいい。観光や教室移動、

また、現地の学生と連絡先を交換して遊びにいくためにはほぼ絶対に必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

115



短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜  工学部  物理工学科 1年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

大学受験の勉強にて英語を大きく伸ばすことができ、またそのころからそれまで嫌いだった英語が次第に好きになっ

ていき、せっかく伸ばすことができた英語をさらに伸ばして生きたいと思ったため応募しました。研修に参加するま

でに学校内で行われている海外留学生と交流する団体などに参加して少しでも外国人と話すことに慣れようと準備

しました。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

内容はとても濃いものでした。午前中に英語の授業を受けて午後にそれぞれの活動が用意されていたのですが、一日

たりとも休みがなく毎日が充実の日々でした。授業に関しても優しい先生がわかりやすく教えてくださりとてもため

になるものでした。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

食生活については最初はジャンキーな食べ物を楽しめていたのですが、次第に飽き始めて最後にはとても日本食にが

恋しくなってしまいました。日本での食事がいかに種類が多くてヘルシーなのかということを思い知らされました。

アメリカは物価が高く金銭管理には少し苦労しました。自由時間は友達になった現地の学生に食事に連れて行っても

らったり、一緒に研修に行った学生たちと自炊をしたりしました。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

やはり夜の外出時間に関しては日本とのものすごい違いを感じました。日本では比較的深夜 12時を超えて外を歩い

ていてもさほど危険を感じることはないですが、アメリカでは夜 10時を越えたあたりから人通りがまったくと言っ

ていいほどなく自分が滞在していたときにも近くのファストフード店で犯罪が起きていて日本の治安の良さを重々

感じました。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

自分にとって今回がはじめての海外だったのですが、今回の研修はそのような初心者にとってちょうど良いものだっ

たと感じました。この研修を機会に英語に対する意思がさらに向上し、最近では一日必ず一回は外国人留学生と会話

するようになりました。正直言いますとこの研修で自分の英語力が格段と上がったようにはまったく思えません。で

すがこの研修で得ることのできた何よりも最大のものは自分にとっての英語のこれからへの課題です。人間は目標や

課題が明確でないと行動できない生き物です。そういう点ではこの研修はとてもすばらしい経験だったと思います。 
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６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険 180,000  

研修費（現地大学への支払い） 330,000  

Optional Activity参加費 1,200  

食費 30,000  

交通費 0  

その他、通信費など 0  

小遣い 50,000 どんな方法で支払いをしましたか？（現金○○円、クレジッ

トカード○○円など） 

計 60,1200    円 

 

7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大） 4 プレゼンを通してさまざまなことを学びました 

コミュニケーション授業（現地） 5 英語で話しかけることに対する壁がなくなりました 

ビジネスに関する授業（現地） 5 アメリカと日本の違いを知れました 

講義聴講（Class Audit） 3 アメリカの学生はたくさんの発言をしている印象を受けました 

現地大学の設備・施設 5 とても広くとてもきれいでした 

住環境 3 日本と大差ないです 

学生交流 5 みんなとてもフレンドリーでした 

食生活に関する環境 2 日本食が恋しくなります 

教職員との連絡の取りやすさ 4 何かあったとき先生にすぐ連絡できアドバイスをいただけました 

オリエンテーション（名大） 4 とてもわかりやすかったです 

オリエンテーション（現地） 4 すべて英語でしたが聞き取りやすかったです 

D.C.トリップ 5 何もかもがスケールがでかくて感動しました 

Optional Activities 5 なかなか日本では体験できないことが盛りだくさんでした 

 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

日本ではできないたくさんの経験ができました。 

自分の視野が広がった気がします。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 １０月 

所属・学年｜法学部  学科 １年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 あり 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

もともと英語を話すことが好きだったので更にスピーキング力を向上させたいということもあったが、高１の時に 

単身赴任先の父に会いに弟と２人きりでドイツに行った時、パスポートコントロールで現地の係員の英語が一切聞き

取れず、その時から自分の英語に全く自信がなくなってしまったため、敢えて頼れる大人がいない中で一人で現地の

人とコミュニケーションをとらざるを得ない環境に自分を置こうと思ったのがこの留学に参加したきっかけである。 

事前授業がいきなり英語で始まった時は、パスポートコントロールのトラウマからか緊張の連続だったが、２回目で

ようやくその状況に慣れた。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

ノースカロライナ州立大学に行ってからの一日のスケジュールは、午前中に授業を２つやり、午後は日によって変わ

った。午前はスピーキングとライティングの授業を英語で受けた。午後はカルチャーやビジネスの授業を受けること

もあれば、外に出て街や他大学を巡ったりすることもあった。夜にも何かプログラムが入っていることもあり、なか

なかハードなスケジュールで、朝から晩まで全てフリーな日は１日のみだった。しかしそんな中でも、ワシントン DC

に行ったことは忘れられない。アメリカの首都に相応しい情緒ある街並みや数々の有名な場所を見ることができ、と

ても心に残った。 

現地の学生との交流では、アメリカの大学生の現状を知ることができて面白かった。特に日本語の授業を大学で取っ

ている人は日本に興味津々だったので、日本について教えがいがあった。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

今回のプログラムでは大学の寮の部屋を借りて１部屋２人で生活を送った。寮の部屋はきれいで新しい所もあればそ

うでない所もあった。朝食は基本的に近くの「フードライオン」というスーパーで買ってきたシリアルやベーグルで

済ませた。ただ量が非常に多かったので、余りそうな食材は他の部屋の人と分け合った。昼食は大学の学食を利用し

たり、大学内のカフェでサラダラップなどを購入したりした。夕食は大半がプログラムの中に組み込まれていたが、

そうでない日は現地で友達になった学生に外食に連れて行ってもらったりした。 

アメリカは日本に比べて物価が高いが、いつも日本では１人暮らしで節約しているので、この３週間だけは惜しみな

くお金を使わせていただいた。自由時間では大学内を巡ったり、スターバックスに行ったりした。 

持参して良かったものは、現地の人たちへの日本のお土産である。私は５円玉を持って行ったが、非常に喜ばれた。 

持参した方が良いものは、日本の食べ物である。今回私は一切持って行かなかったので恋しくなってしまった。抹茶

味のキットカットや飴、お茶などはアメリカにはないため、持ってきていた人が非常にうらやましかった。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

パスポートは常にパスポート入れに入れて携帯していた。お金を ATM でおろす時は、周りにこちらをうかがってい

る人がいないか確認し、終わったらすぐにその場から離れた。なるべく単独行動は避け、１人でも多くの人と一緒に

行動した。 

現地の学生は非常にフレンドリーだが、そこをつけねらってデリカシーのない質問をぶつけてくる人もいた。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

まず、今回プログラムに参加した全員と仲良くなれたのが非常に嬉しい。３週間協力し合った皆さんなので、これか

らも大切にしていきたい。そして、自分自身が驚くほどコミュニケーションに積極的になることができたと思う。英

語で話す怖さや緊張も克服できたし、何より人と話すことの楽しさや大切さがよく分かった。 

今回の留学でお世話になった全ての方々に感謝します。本当にありがとうございました。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

   

航空券代＋研修費 約５８万円  

Optional Activity 参加費 約５ドル  

食費 約１００ドル  

交通費 ２．５ドル  

小遣い ３００ドルくらい  

   

   

計 約７０万円 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入｜ ２０１５年 ９月 

所属＆学年｜ 工学部 ２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学研修 

留学した期間 ２０１５年８月３０日 ～２０１５年９月１９日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

海外留学に興味があり、そのお試し体験と考えて参加した。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

午前中に speakingと writingの２コマ授業（研修生専用授業）があり、形態としては日本のものに近かった。どち

らの授業からも多くのことを学ぶことができた。日本人研修生間の交流は多かったが、現地学生との交流は授業を通

じてできたものはなかった。希望者で行っていた大学授業の出席を通じて現地学生と交流することはできた。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

大学寮の設備に不満はなかった。外食ではサラダを注文しない限り野菜を食べることがほとんどなかったので、自炊

して野菜を摂取するよう心掛けた。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

単独行動はしないよう心掛けたが、危険を感じたことはなかった。 

 
５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

今回の短期研修を通じて、長期留学をするためには自分に何が足りていないのかを明確にすることができました。 

留学を考えている人は、こういった短期研修に参加して長期留学への準備をするといいと思います。 

 
６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 円 一括徴収（５５万）のため不明。 

航空券を取り直しているため、２３万追加で支払いました。 

海外旅行保険 1万５千円  

授業料（教材費含） 円 一括徴収（５５万）のため不明 

滞在費（寮費など） 円 一括徴収（５５万）のため不明 

食費 ２万４千円  

交通費 円 一括徴収（５５万）のため不明 

その他（小遣い、通信費など） １万円  

計      ８２万９千 円 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜  農学部 応用生命科学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 参加した 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

中学の頃から海外で長期間生活することに憧れており、大学生のうちに絶対に行きたいと思っていた。初めは第一希

望の国と滞在形式ではなかったので迷っていたが、語学学校ではなく大学に留学できるのは貴重の経験だと思い、応

募した。事前授業の英語の授業では他の学生の意識とレベルの高さを実感し、自分はついていけるのかという不安と

自分も何かしなくてはという焦りを同時に感じていた。オリエンテーションはノースカロライナについての基礎事項

を知ることができたし、保険など危機管理について最低限の意識を持つことができてよかったと思う。英語の学習は

特に行わなかったが、洋画や洋楽をよく聞いたり、オンライン英会話をやってみたり、英語の文章を読んだり、意識

的に英語に触れるようにはしていた。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

午前中は現地の先生によるライティングとスピーキングの授業が 1 時間半ずつあった。ライティングでは大学での

エッセイの書き方を一からとても丁寧に教えてもらえて、初めてでも困ることなく学習をすすめることができた。ス

ピーキングは発音や会話を重視した授業で、日本ではあまり受けることのできない形態のものだったのでより実践的

な英語を学ぶことができた。どちらの先生もとても分かりやすく英語をしゃべってくれたし、質問に対しても親身に

なって答えてくれる先生だったので、聞き取りや理解に困ることはほとんどなかった。午後は、現地の授業の聴講を

したり、ビジネスやリーダーシップについての特別授業を受けたり、施設訪問をしたり、ロープアクティビティを行

ったりした。夕方からは日本語授業をとっている現地の学生とご飯を食べに行くことも多く、英語と日本語を交えな

がら良い交流ができたと思う。言葉はすべて理解できなかったが、現地の学生の優しさに助けられ、毎日楽しむこと

ができた。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

滞在した寮は共同キッチンが部屋から遠くて不便だったり、シーツやタオルが全く交換されなかったり、Wi-fi が使

えなったりと色々思うことはあったが、我慢できないほど不満に思うことはなく比較的快適に過ごすことができた。

夕食はほとんど毎日外食をしており、肉とフライばかりで栄養が偏っていたため、朝食と昼食はできるだけ野菜とフ

ルーツを多くとるようにしていた。お金と健康の面から、研修 2週目くらいからは昼食は寮で用意したものを持参す

ることが多かった。（前の日の夜ご飯や寮で調理したもの）タッパやラップ、日本の調味料を持参していけばよかっ

たと思った。特に大きく体調を壊すこともなかった。自由時間は、日本人学生と買い物をしたり、大学を歩き回った

り、現地の学生とご飯に行ったりして寮で過ごすことは少なく、ほとんど一日中外にいることが多かった。毎日ぎっ

しりのスケジュールだったが、そのおかげ施設訪問、大学訪問、ロープアクティビティ、ワシントン D.C.への視察な

ど 3週間で普通は経験できないようなたくさんの貴重な体験ができた。 
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４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

単独行動は避け、常に誰かと行動するようにしていた。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学は実際に行って自分が体験しないとわからないことがたくさんあると感じた。留学は海外旅行とは違って、現地

の人たちとたくさん話して交流できることが一番の醍醐味だと思う。交流する中で文化の違いを実感できることはも

ちろんだし、言葉が完璧に分からなくても通じ合うことができることを実感できたのが私にとって喜びだった。今回

の研修では現地の学生の優しさに本当に助けられた。現地の学生にしてもらったことを、今度は日本で自分が外国人

留学生に対してやってあげたいという気持ちが生まれた。初めは留学に対する迷いもあったが、今回の研修に参加し

て本当に良かったと心から思っている。迷っている後輩がいたら、どうすればいいのか考える前にまず行ってみるこ

とをすすめたい。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 170000円  

海外旅行保険 15000円  

研修費（現地大学への支払い） 2800ドル  

Optional Activity 参加費 ０  

食費   

交通費 5ドル  

その他、通信費など   

小遣い ５万円  

計     円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

 

日本に帰国する 2日前に現地の学生が日本人学生を 15人ほど誘って、大学内の設備を使って BBQをやってくれた。大

学内に設備と敷地があることにまず驚いたし、炭や大量の食材や飲み物などすべて用意してくれて外国人たちの優しさ

と行動力に感動した。私は初め日本人の友達に誘われてグループに入れてもらったけど、現地の学生はそんなことは全

く気にせずフレンドリーに接してくれて、どうしてこんなにも私たち留学生に対してよくしてくれるのだろうと不思議

に思うほどだった。現地の学生の学年もみんなバラバラでそのお兄さんなどもいて、アメリカの「友達の友達は友達」

という精神をすごく実感した。現地の学生が私の初めての留学を 100倍楽しくしてくれた！と言っても過言ではないと

思う。 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜  理学部  1年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

応募の動機：学生のうちに海外へ行ってみたかったから。 将来、海外で研究をすることを視
野に入れていたから。 
オリエンテーションについて：全部英語で驚いた（多少は日本語を使ってくれると期待していた）  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

ＮＣＳＵでは共通の趣味（physics）を持った子と友達になったため、向こうでの生活は大
変充実した。アメリカの学生たちがパーティーを開いてくれたり、hang outしてくれたりし
たことも生活が充実したことの一因。 
 日本の学生との会話はほとんど日本語を使ったので、英語の上達にはつながらなかったが
異国への不安は消え去った。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

野菜は、スーパーで買っておかないと手に入らなかったので困った。2人部屋だったのが惜し
い（1人部屋がよかった）。自由時間はほとんどをアメリカの友人たちと過ごした。Wifi環境
下でないとネットが使えなかったため、寮でしか向こうの友達と連絡が取れなかった。大変
困った。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

貴重品は常に身に着けていた（ウェストポーチの中に入れて）。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

英語を学ぶことへのモチベーションはかなり高まった。自分の専門分野を違う視点から眺め
ることができた。  
後輩へ伝えたい事：経験しないと分からないことがいくつかあると思うが、そのうちの一つ
が留学だと思う。一歩踏み出す勇気をもってぜひ留学してください。 

 
自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付も歓迎します。 

寮の information センターに、近くの店で使えるクーポンが無料で置いてあるのでそれを使え
ば食費がかなり浮きます。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 
所属・学年｜農学部 2年 

 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

この留学に行くきっかけは電話がかかってきたことでした。大学に入って留学に行ってみたいという思いはあったも

のの、実際に行くとなると時間や費用のことでいろいろと都合がつかず、あきらめていました。電話が来たことで即

行こうと決めました。事前授業で一緒に行く人たちと初めて顔を合わせました。申し込みに当たっての保険や気泡期

の手続きも授業を通してできたのがよかったです。アメリカに行くのはとても楽しみでした。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

授業は日本人留学生のためのものが用意されており、Speaking(Listening, Conversation, Pronunciation), 

Writing, American Businessなどがありました。Essay Writingは私の今まで受けてきた英語の授業では教わった

ことのないアメリカ流のエッセイの書き方を教わることができました。私が 1番好きだったのは日本語の授業で、日

本語を勉強している現地学生と交流し、日本語を学ぶことを改めて客観的に見るという面白い体験ができました。も

っと現地学生の受けている授業に参加してみたかったです。でも、今の自分の英語力では厳しいのかなとも思います。

Study Tripではワシントン D.C.に行きました。歴史的な建物を巡ったり、博物館に行ったりできてとても楽しかっ

たです。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

寮はベッド、冷蔵庫、電子レンジ、タンス、クローゼット、ユニットバス、テレビがついていました。キッチンとラ

ンドリー(洗濯機・乾燥機付き)は共用で、どちらもタダで自由に使えます。フライパンや鍋などの調理器具も申請す

れば借りられます。ルームサービスとして部屋の掃除とタオルの交換がしてもらえますが、タオルの交換は不定期で

す。私は基本友達と外食することが多く、大学周辺のメキシカンアメリカン料理屋Ｃｈｉｐｏｔｌｅによく行ってい

ました。物価は全体的に日本よりは高いなと感じました。一つ一つのものが大きいので、当然といえば当然なのかも

しれませんが、大学のカフェテリアも名大の学食よりは割と高かったです。自由時間は意外と少なく、毎日忙しい日々

でした。一回自由な土日があり、その日は友達とモールにショッピングに行きました。日帰り弾丸ニューヨーク旅行

という案も一瞬浮上しましたが、直前だと飛行機がものすごく高くで断念しました…。Ｏｐｔｉｏｎａｌ Ａｃｔｉ

ｖｉｔｉｅｓもうまく選んで参加すればとても楽しいと思います。私の行った時期は夏から秋にかけて季節の変わり

目だったので、どちらにも対応できるような服装を持っていくことをお勧めします。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

日本よりは治安が悪いので、貴重品の管理は日本以上に警戒し、夜は一人で出歩いたりしないほうがいいと思います。 
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５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

すごく楽しかったです。とてもいい留学でした。大学生じゃないとこんなことはできないと思います。教科書や授業

だけでは得られないような感動がたくさんあったし、貴重な体験をたくさんすることができました。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 ０  

海外旅行保険 2万円  

研修費（現地大学への支払い） ０  

Optional Activity参加費 3000円  

食費 ３万円  

交通費 1000円  

その他、通信費など ０  

小遣い 4万  

計     10万円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜経済学部経済学科２年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

応募のきっかけは推薦でした。推薦の選考に使われたのはＴＯＥＦＬの点数でしたので一年生の間真剣に英語の勉強

をしていてよかったなあという風に改めて感じました。各種の準備等は大学の事前授業及びオリエンテーションに参

加することでしっかりと理解することができますので、そちらの方に参加なさることをお勧めします。留学前に自分

はあまり英語の勉強をせずに経済学の勉強ばかりしていましたが、せっかく環境を変えるいいきっかけであるので、

少し意識を変えて英語の勉強に励んだほうがよかったのかなあ、と今になってみれば思います。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

研修では午前中は主に学習に励み、昼からは授業があるときもありますが、基本的には何かしらのイベントがあった

り、休みになっていたりしました。午前中の授業ではWritingと Conversationの授業を受けており、Writingの授

業では自分のあまりなじみのない ESSAYの書き方をしっかりと教えてもらえ、それにしたがって書くことができる

ようになったためとても自分にとってプラスなものになりました。Conversation の方では、英語を使う機会をとて

も上手に与えてくださり、これもいい経験となりました。向こうの学生との交流はちゃんと機会が与えられているの

で、その時にうまくふるまうことができればしっかりと行うことができます。しかし自分はこの点に関しては、あま

り上手にふるまうことができず、日本人の同行した学生と過ごす時間が多かったです。しかしそのことについて僕は

全く後悔していません。なぜならば、その仲間は最高の友人と自負できる友人となり、今でもとても長くの時間を一

緒に過ごすことができているからです。大学に入ってから自分は友人との距離感に悩み、親友と思えるような長い時

間を一緒に過ごせる友達を見いだせずにいましたが、ここで見つけることができました。これは僕にとって、最高の

財産です。勉強は机の上だけではない、そのことに、人間との出会い、人間に限らず様々な巡り合わせ、それに対し

て自分が真剣に向き合うこと、その大切さを今一度再認識することができました。Study Trip については、ワシン

トンＤＣに行きました。そこでも、やはり前述の友人と新しく足を踏み入れる地で、何度も何度も言葉を交わし、笑

いあい、刺激を与えあったりして、本当に幸せな時間でした。留学に行く目的は様々かと思われますが、こういう風

に過ごすのも全然悪くないと僕は強く思っています。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

住環境は寮でした。寮にはタンス、クローゼット、テレビ、冷蔵庫、お風呂、トイレ（ＵＮＩＴ）があり、注意すべ

きはコンロがないことです 1。比較的過ごしやすい環境ではあったかと思います。自分は特に何もありませんでした

が、二人一部屋だったので、同室のルームメイトとはトラブルにならないようにしましょう。向こうの食事は基本的

には脂っこいです。しかしその中でも、バイキング形式のようなお店は存在していたので、そういう場所に行って野
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菜などを食べつつフレッシュに生活していけると日本人としては望ましいかなあと思います。あとは飲み物について

ですが、水が本当にたくさん必要でしたので、行かれる方は水を調達する手段を早いうちに確認しておくことをおす

すめします。（自分は EVIANをずっと買っていました）金銭管理についてですが自分は財布を３つもっていました。

うちひとつは、洋服の下のおなかにまくような財布でした。これはセキュリティ上最高のものだと思いますので、万

が一を備えて持っていくことをおすすめします。ほかの二つはお金を分けて、最悪の状態に備えて被害を最小限に抑

えるための工夫としていました。自由時間については、自分は基本的には友人と出かけていました。いろいろな料理

店があり、それをめぐってみたり、モールに出かけてみたりなど、していましたが楽しかったです。英語の勉強だけ

にこだわらず、いろいろなことに手を出してみることをおすすめします。Optional Activitiesですが、自分はあまり

多くには参加しておりませんでした。なぜなら、時間が足りなくなるかなあと思ったからです。案の定、なかなか時

間がシビアになっている人は多かったので、そこに関しては注意が必要であるかなあと思います。まあ、自分がやり

たいと思ったことには必ず参加すべきだとは思いますが。持参してよかったものは、日本食（レトルト）と日本から

のお土産です。扇子や、はしなどを持っていきました。現地の学生さんも喜んでおられたのでよかったです。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

日本より治安が悪いので、夜出かけることは絶対にしない、もしくは本当に必要最小限にしましょう。危ないです。

それから、自分は先ほども言及しましたが、財布は３つにわけておりました。洋服の下にまくタイプのものはとても

有用だったので、それをおすすめします。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学は僕の人生を変えました。この留学のおかげで、僕は幸せに人生を歩んでいけるその道筋を手に入れたような気

さえします。大学のうちにしかできない経験であり、そこでまた新たな人に出会い、価値観を変えてもらい、いい刺

激を与えてもらって・・・本当に素敵な経験となります。ぜひ、英語の学習だけにとらわれず、楽しんできてくださ

い。楽しむことは堕落とは違います。あなたの行動次第で必ず最高の経験とできます。頑張ってください。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 ０円 総長懸賞につき 

海外旅行保険 2万円  

研修費（現地大学への支払い） ０円 総長懸賞につき 

Optional Activity参加費 ３０００円  

食費 ３万円  

交通費 １０００円  

その他、通信費など １万５０００円  

小遣い ７万円  

計     １５万円 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 9月 

所属・学年｜工学部  電気電子・情報工学科 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活とビジネス 
事前授業への参加 有 

留学した期間 2015年 8 月 30 日 ～ 2015年 9月 19 日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

動機：去年、カリフォルニアに留学した友達の体験談を聞いて、アメリカに留学してみたいと
思っていたのと、将来就きたい職場の社内公用語が英語であること、また研究が進んでいる
アメリカやフランスに行く可能性があることから、海外での生活がどのようなものであるか
を体験したかった事が理由です。 
 
申込手続き：事前の手続きはパスポートや事前授業での提出書類を準備するだけでよく、一
人で準備する手間が省けて、非常に助かりました。 
 
事前授業：アメリカの文化について事前に学ぶ事ができ、留学前の準備、学習意欲向上に役立
ったと思います。また、同じ留学のメンバーとも事前に仲良くなる事ができ、留学が始まっ
て、すぐに打ち解けることが出来ました。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、クラス外でのプログラムなど） 

基本的には午前中は writingと conversationの授業があり、アメリカ式の生徒参加型の講義
が行われました。普段の名大での講義への授業態度を省みるとともに積極性を身に付けるい
い機会になりました。午後では文化についての授業や大学見学、職場見学などの activity が
行われ、アメリカでの大学生の生活、仕事について深く学ぶとともに、英語学習は言うまでも
なく、次の留学、海外での就職へのモチベーションを高める事に役立ちました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、Optional Activitiesの内容や感想、持参し

て良かったものなど） 

住環境は申し分なく良く、風呂、トイレ、洗濯機、乾燥機、電子レンジなど必要なものはみな
揃っていました。調理道具がもう少し充実していると良かったかなと思います。金銭につい
てですが、寮のセキュリティがしっかりしているとはいえ、部屋内のカバンにいれるだけで
はすこし心配でした。金庫があると良かったです。 
自由時間では現地学生と食事に行ったり、スポーツをしたりして有意義な時間を過ごせまし
た。同じ留学のメンバーとも食事に行き、親睦を深められました。Optional activities につ
いてですが、みなスポーツ観戦はあまり、楽しまず、友達との会話や現地学生との交流を楽し
んでいるように見えました。その点、現地の人たちとの食事は、みんなにとって非常に有意義
だったと思われます。英会話の難しさ、listening、語彙力について考えさせられました。 
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持参して良かった物は書道用具です。僕は書道が得意だったので、少しでも話題の種になれ
ばなと思い持って行きました。現地のホストファミリーとの食事の際、お礼に漢字で『愛』と
書いて渡したところ、非常に喜ばれました。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

リュックのチャックは必ず閉め忘れのないようにし、バッグを置いたまま、荷物の見張りな
しに動く事がないようにはしていました。けれど、大学内ではセキュリティがしっかりして
いるので、危機感があまりありませんでした。寝るときに部屋の扉に鍵をかけていなかった
ほどです。（笑）他の場所では注意すべきです。ワシントンでは変な人も多いので、女性だけ
で歩くのは少し危険だと思います。また空港では荷物管理を怠らない事が必要です。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

僕は一日目に空港側の手違いでロストバゲージしてしまい、荷物が届くまで苦労しました。
手荷物に一日分の着替えを入れといた方が良いと言われていたのですが、まさかそんな事が
自分に起こるわけないだろうと思っていたのが原因だったのかもしれません。万一のロスト
バゲージに備えて、手荷物には一日分の着替えを入れましょう。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代 200000円  

海外旅行保険 20000円  

研修費（現地大学への支払い） 300000円  

Optional Activity 参加費 5000円  

食費 40000円  

交通費 3000円  

その他、通信費など 0円  

小遣い 40000円  

計 680,000    円 

 

以上 
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短期研修報告書 
記入日｜ 2015年 10月 

所属・学年｜  医学部  保険学科 １年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 

短期研修のプログラム名 ノースカロライナ州立大学短期研修 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 19日 

※文字数の制限はありません。自由に記載欄やページを増やしてください。 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、事前授業・オリエンテーションなど） 

高校時代から海外に興味があったが部活などの関係で行けなかったので大学に入ったら絶対
にすぐに申し込もうと決めていた。交換留学を考えているのでその準備になればいいと考え
て。  

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流、Study Tripなど） 

今回行った研修は細かくスケジュールが決められていてとても充実していた。また、現地の
学生達と交流する機会がたくさんありとてもいい経験になった。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、自由時間の過ごし方、持参して良かったものなど） 

現地の食べ物はとても高カロリーで食べ続けるのがしんどかった。自分たちで何か作ろうと
思っても欲しい調味料がなかなか手に入らなかったので調味料は揃えて言った方が良い。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

比較的安全なところだったので危機を感じることはなかったが、現地の学生も夜に外出する
ことは嫌っていてほとんどが車での移動だった。 

 
５．留学を終えて感じること、後輩に伝えたいこと、留学プログラムに対する意見 

留学にいったことでいろいろなことに対する考え方がかなり変わった。いろいろな日本人と
の関わりも良かったが次回行くなら日本人は自分だけがいい。 

 
６．研修費用（差支えなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空券代、海外旅行保険   

研修費（現地大学への支払い）   

Optional Activity参加費 ＄２０  

食費 ＄２００  

交通費   

その他、通信費など ＄３００  

小遣い  どんな方法で支払いをしましたか？（現金○○円、クレジッ

トカード○○円など） 

計 ＄３４００     
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7．アンケート（5点満点で評価し、コメントを付してください） 

５．とても充実していた、 ４．充実していた、 ３．ふつう、 ２．やや物足りなかった、 １．全く物足りなかった 

項目 点数 コメント 

事前・事後授業（名大） ４  

コミュニケーション授業（現地） ４  

ビジネスに関する授業（現地） ５  

講義聴講（Class Audit） ３  

現地大学の設備・施設 ４  

住環境 ３  

学生交流 ５  

食生活に関する環境 ３  

教職員との連絡の取りやすさ ３  

オリエンテーション（名大） ３  

オリエンテーション（現地） ３  

D.C.トリップ ５  

Optional Activities ４  

 

 

以上 
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ノースカロライナ州立大学研修
名古屋大学医学部2年

1.留学前の準備について
私は大学の方から総長研修という形で声をかけていただき今回の研修を知りました。も
ともとは留学に興味があり大学に様々なプログラムがあるのはしっていて興味があったの
ですぐに参加することを決めました。学部の必修の授業があったため事前授業には参加で
きませんでした。オリエンテーションでは事細かく説明していただき先生方、JTBの方に
は不安なことがないようにととても丁寧に説明していただき本当に感謝しています。ただ
オリエンテーションなどではノースカロライナ州立大学の短期のプログラムが初めてとい
うこともありあまり現地の情報がなかったのでインターネットで調べていきました。
2.研修内容や学校について
現地では日本語を学習している学生との交流の場が設けられていて、現地の学生は私た
ちを様々なところに連れて行ってくれたりして本当に充実した生活を送れました。アメリ
カの学生は習いたての日本語を使ってみたり自分の発音は正しいのか聞いてくるなど自分
も英語をもっと話そうとしなければならないと大変刺激をうけました。また授業では授業
中に手を挙げて発言しましょうといわれ日本との違いに戸惑うこともありましたが、先生
方がたくさん褒めてくださったので発言しやすくみんなで発言するために宿題をがんばる
などとてもやりがいがありました。最後のプレゼンの準備はスーパーについてでインタ
ビューができないなど思うようにいかないところもあり大変でしたがグループの四人で協
力しなんとか完成することができました。
3.生活について
今回の研修は非常に素晴らしかったのですがひとつだけ残念だったのは寮です。広くは
じめは綺麗だったので良かったのですが、タオルを変えてもらえずバスタオルを持ってい
かなかったことをとても後悔しました。食事については大学の食堂が美味しく周囲に様々
なレストランがあったので食べるものには困らず、一回だけ自分たちで自炊をしました。
現地の学生にどのお店がおすすめなのかをきいて連れて行ってもらったり、自分たちで行っ
てみたりしてたのしんでいました。optional activitiesでは野球に行ったりホストファミ
リーとご飯を食べたりしました。ホストファミリーとのご飯ではお子さんがとても可愛く
てまた一人一人が話せるように気を配ってくださりとても楽しい時間でした。そのあとに
もご飯に誘ってくださって今でもメールで連絡を取らせていただいています。私は持って
行きませんでしたが友人が駄菓子を持って行っていて現地の学生に配っていて話も盛りあ
がりました。
4.危機管理
現地では門限が10時だったので夜出歩くことがなかったですが自分たちでも日暮れ後
はなるべく歩かないようにする、一人で行動しないなど気をつけていました。大学近くの
レストランに行ったら帰りのバスがなかったのでタクシーを呼んでもらって帰るなどしま
した。
5.留学を終えて感じること
現地の学生だけでなく他学部、他大学の学生とも仲良くなれとても充実した三週間でし
た。現地の学生が名古屋大学の留学のプログラムに応募してくれたりsnsで連絡を取った
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り留学後も交流が続いていてほんとうに参加して良かったです。現地の学生の勉強への姿
勢に刺激を受けまた海外で勉強したり働いたりしたいという気持ちが強くなりモチベーショ
ンの面でも参加して良かったです。今後このプログラムに参加するかたは基本的なことで
すが自分で話しかけに行く、話そうとする努力をするのを心がけたほうがいいと思います。
聞き取れなかったり伝わらなかったり気持ちがおれることもあるかもしれませんが現地の
学生は優しいですし三週間しかないので頑張ってください。 
6.研修費用 
  研修費用は現地で使ったお金を合わせて8万円くらいだと思います。
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短期研修報告書 
記入｜ 2015年 10月 

所属＆学年｜ 工学部 2年生 
 

留学先大学（国名） ノースカロライナ州立大学(アメリカ) 

短期研修のプログラム名 米国の大学生活体験とビジネス英語 

留学した期間 2015年 8月 30日 ～ 2015年 9月 18日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

2年生になってすぐの 4月ので半ば頃に、教養教育院から「TOEFL-ITPの結果が良かった為、
海外短期研修の推薦を受けることが出来る」という内容の連絡を受けました。正直に言って
しまうと私は留学に全く興味が無く、さらに言ってしまえば勉学にも真面目に真剣に取り組
んでいるとは言い難い状況でありました。また、留学を考えられるような金銭的余裕も全く
ありませんでした。その為、そのときはかなり困惑していたように思われます。しかし、いざ
そのように勧められてみると、海外で学ぶことがにわかに面白そうに思えてきた上、自分の
生活を見直す良い機会になるのではとも思いました。その上金銭的な援助を大学から受ける
ことができるという話で、周囲の人々の勧めもあり結局参加することを決定しました。海外
経験が皆無であり、単純に外国に行ってみたいという気持ちもありました。手続きについて
は、私はパスポートを取得していなかったのでまずそれを申請する必要がありました。パス
ポートの取得はある程度時間がかかったので、海外に行くことが決まったがパスポートを持
っていないという場合は早めに申し込むべきです。その後、大学からの指示に従い航空券や
保険を申し込みました。これらも余裕を持って手続きしましょう。出発前は特に英会話の対
策等はしませんでしたが New York Timesや Japan Timesを時間があるときに読むよう心
がけました。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

まず、授業について述べます。英語の授業は基本的に、午前中にWritingと Speakingの授業
を 2グループに分かれて受けました。Writingでは、Essayの書き方について学び、書いたも
のを提出するのがありました。アカデミックな writingでは使うべきでない表現や、essayの
構成の仕方、言い換えの表現など、実践的なことを学ぶことができました。Speakingでは、
正しい発音の仕方から始まり、会話やプレゼンテーションの練習もしました。特に会話で質
問する練習が参考になりました。授業で話している内容が聞き取れないといったことはあま
りありませんでした。また、それらとは別に専門的な授業や現地の学生向けの日本語の授業
を聴講する機会もありました。全体的に、授業中は日本と比べて全員が授業に参加すること
が強く求められました。先生は積極的に学生に質問を投げかけ、学生は挙手をして、あるいは
挙手をせず自由にそれについての意見を述べるような形でした。現地の学生向けの授業を多
く受けたわけではないのですが、授業は教科書の内容を解説し頭に入れていくようなものと
は趣が異なるように感じられ、新鮮でした。日本と比較して、教員と学生のやりとりが活発だ
った気がします。全体的に面白く、学んだことが多かった授業でした。授業とは別に、グルー
プに分かれてテーマを決め最後にプレゼンテーションをすることになっていました。私のい
たグループでは、衣食住についてプレゼンテーションしました。そのために、現地の学生数人
にインタビューするなどしました。インタビューを始めたときはかなり緊張していましたが、
気さくに親切に回答してもらえて非常に嬉しかったです。次に、授業のほかの様々なアクテ
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ィビティーについて述べます。それらの中には全員が基本的に参加するものとオプショナル
なものがありました。全員が参加するものは、現地の学生との交流会、ワシントン D.C.旅行、
ホンダの工場見学などがありました。オプショナルアクティビティーの中には、 野球観戦、
ダンスなどがありました。特にそれらの中で印象的だったのは、やはりワシントン D.C.です。
テレビなどでは何度も見たことがあるホワイトハウスなどですが、実際に目にすると胸に迫
るものがありました。また、アメリカ合衆国という国の歴史や政治に触れることも出来、貴重
な体験になりました。現地の学生との交流については、まず交流会が開かれ、そこで自己紹介
をして連絡先を交換したり、雑談したりしました。私はあまりコミュニケーションは得意で
はなく、思ったように会話が弾まず悔しい思いもありましたが、学生たちは気さくである程
度は会話して交流することが出来たのではないかと思いました。会話の内容など多少は考え
て練習しておくべきだったかもしれません。そのように、改めて今後の課題を認識できたこ
とも多くありました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

滞在したのは大学内にある寮でした。基本的に 2 人で一部屋でした。部屋にはシャワー、ト
イレ、洗面台があり、キッチン、洗濯機、乾燥機は共用でした。特に寮に関して困ったことは
なく、過ごしやすいところでした。道路を挟んで向かいにはドラッグストアやレストランが
あり便利でした。大きなスーパーは少し離れたところにありました。食事は大学内のカフェ
テリアや、大学周辺のレストランなどに行ったり、またスーパーで食材を買い簡単な調理を
行ったりもしました。食事の内容はやはりハンバーガーやはりピザが多かったです。正直、途
中でかなり日本の食事が恋しくなりました。しかし、ハンバーガーなどは普通に美味しかっ
たですし、メキシコ料理など日本ではあまり食べる機会がないようなものも食べられたので、
ある程度アメリカの食文化を楽しめたのではないかと思います。私は元々沢山食べる方だっ
たからか、特に食事の量については多いと思いませんでした。お金については、私は現金と、
デビットカードとしても使えるキャッシュカードを持参しました。それとは別に、ノースカ
ロライナ州立大学から 300ドルのギフトカードを支給されました。カフェテリアやバーガー
キングなどでは不要なのですが、レストランではチップを支払う必要があるため、ある程度
の細かい現金は用意しておくべきです。このチップという習慣も最初は慣れず非常に戸惑っ
ていました。薬は普段常備しているものを十分に持って行くべきです。石鹸や洗剤は普段使
っているものを持って行きました。その他で特筆すべきものを私は用意しなかったと思いま
す。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

当たり前ですが、アメリカでは交通ルールから社会的な慣習までは様々なことが日本と異な
ります。出来るだけ早くそれらの差異を把握し慣れるように努力する必要があります。研修
中、事件や事故を経験したり見聞きしたりといったことはありませんでしたが、出来るだけ
単独行動を避ける、門限を守るなど注意するに越したことはありません。自分は持参しませ
んでしたが、緊急の事態に備えていつでも連絡を取れるように現地用の携帯電話や Wi-Fi な
どをレンタルするのも良いと思います。 
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５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

留学を終えて、自分が成長したり何か具体的なことを学んだりできたかと言われると、それ
は正直なんとも言えません。しかし、留学に行く前より学ぶことに対して真剣に取り組みた
いという気持ちになりました。漫然と大学に通うのでは無く、目標を持って勉強したいと思
うようになりました。そういった点では今回の研修は自分にとって有意義だったと思います。
もちろん、もっと長い目で見なければ分からない成果もあると思いますが。一番言いたいこ
とは、自分の場合から考えてみると、このような短期研修は海外に目を向け活躍したいと思
っている意欲的な人だけで無く、勉学に思うように身が入らず怠惰とも言える生活を送って
いる人にとっても有意義なものであるように思われるということです。自分の生活を見直す、
自分の今後の過ごし方について考える良い機会になるのは間違いないでしょう。少しでも行
ってみたいと思った人は、このようなプログラムを経験した人も含めた様々な人に相談して
みると良いと思います。私は強くお勧めします。 

 
６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 200000円  

海外旅行保険 20000円  

授業料（教材費含） 340000円  

滞在費（寮費など） 円  

食費 40000円  

交通費 円  

その他（小遣い、通信費など） 40000円  

計       640,000円 

 
 
自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

 ↓↓↓ 
ホームディナーの様子 
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工学部の建物 

 
カフェテリアでの食事 

大学付近の寿司屋にて 
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