
年 9 月　　～ 2020 年 5 月 2020 年 7 月 3 日

1

科目名

授業内容

授業形式

　単位数

　サイズ
難易度

Course No.

宿題の量

　科目名

授業内容

授業形式

　単位数

　サイズ
難易度

Course No.

宿題の量

教授も親切で授業もとても分かりやすかった
です。隔週でグループに分かれたプレゼン
テーションがありました。

Communication and Storytelling

効果的なPPTの使い方や、面接などのシチュ
エーション別の話の組み立て方などを学びま
した。

講義・プレゼンテーション

3

30人

易しい

普通

とても実用的なことが学べる授業でした。グ
ループプレゼンテーションと個人プレゼンテー
ションがあり、学んだことを活かす機会もある
ので、とてもためになりました。

宿題はほぼありませんでした 宿題の量

　コメント 心理テストや自己分析シートなどで自分のこ
とを知るいい機会になったとともに、心理学的
思考も身につけることができてとても面白かっ
たです。

コメント

宿題の量 普通

講義・グループワーク 授業形式 講義・グループワーク

3 単位数 3

30人 サイズ 40人

※津田塾大学海外留学（派遣・受入）奨学金受給者はこの報告書をもって奨学金受給者報告書とします。

　留学先大学

　学籍番号

　記入年月日

香港樹仁大学 (Hong Kong Shue Yan University) 　氏名

　国名 香港

　留学期間 2019

津田塾大学国際センター

協定校留学【終了】報告書

※現地の様子や大学の風景、ご友人との写真を添付して頂けると大変参考になります。ご協力ください。
※帰国後1カ月以内に提出（送信）してください。

Understanding Self in Everday Life 科目名

40人

易しい 難易度
Course No.

心理学などを用いて自分の思考の傾向を理
解したり、問題に対する解決法を学んだりしま
した。 授業内容

講義 授業形式

3 単位数

サイズ

主な専攻分野：

　コメント 教授がとてもフレンドリーな方で、大学内で会
うと立ち止まって話をするくらい仲良くなりまし
た。社会問題の背景や当事者の考え方、法
律など様々な視点から物事を捉えることの大
切さを学びました。

コメント

履修したすべての科目についてお書きください

社会学

The Struggling Self in the Global Society 科目名 Introduction to Sociology

様々な社会問題(同性婚、学力・経済格差な
ど)について学び、自分なりの解釈や意見を発
表しました。 授業内容

社会学の基本的な知識をレクチャー形式で
学ぶ。隔週で学生がプレゼンテーションを行
い授業内容の理解を深める形式でした。

普通 難易度
Course No.

普通

普通



科目名

授業内容

授業形式

　単位数

　サイズ
難易度
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宿題の量

科目名

授業内容

授業形式

　単位数

　サイズ
難易度
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宿題の量

科目名

授業内容

授業形式

　単位数

　サイズ
難易度

Course No.

宿題の量

コメント

40人 サイズ

普通

ディスカッション 授業形式

単位数 3

8人 サイズ 30人

普通

授業形式 講義

コメント

コメント 帰国後に英語での卒論を書くために受講しま
したが、内容は津田塾大学のEnglish Writing
の方が丁寧だったと思います。また、オンライ
ン授業だったため教授からのフィードバック
が少なかったです。課題として自分の興味の
あるトピックについてリサーチペーパーを2つ
書きました。

コメント

難易度
Course No.

毎週課題がありました 宿題の量

単位数

論文や履歴書などの書き方を実践的に学び
ました。

授業内容

講義・実践 授業形式

3

科目名English Writing (2)

多い 宿題の量 少ない

1学期に3回ほどプレゼンテーションがありま
すが、毎回教授から鋭い質問があるのでグ
ループできちんと準備をする必要がありまし
た。しかし、その分やりがいがあり充実した授
業でした。

コメント PPTで各自勉強させるような教授でした。授
業はほぼ教授の世間話でとてもつまらなかっ
たです。学期末の課題がありましたが、教授
のPPTが分かりづらかったのでインターネット
で調べて書きました。

科目名 Media and Society

難易度
Course No. 易しい

3 単位数 3

30人 サイズ 30人

難しい

Travel and Culture

毎回10ページほどの資料を読み、それをもと
にした授業が行われました。マクドナルド化
や植民地、商業化など様々な側面からtravlと
cultureについて学ぶことができます。

授業内容

メディアの歴史などについて学びました。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

普通

教授が提示したトピック(コロナウイルス、映
画、SNS、将来の夢など)についてクラスメート
と話し合いました。

1

オンライン授業だったので例年と違う点があ
りますが、各自で映画を見て学んだことや考
察などを動画にして提出することが中間試験
の課題で、学期末試験は将来のキャリアプラ
ンについてのプレゼンテーションを提出しまし
た。また、そのプレゼンを基にした教授との1
対1の面談もありました。専攻がEnglishの学
生が多かったですが、何を喋るのか準備して
いれば授業についていけると思います。

コメント 合計で3回ほどグループワークがあり、メン
バーと一緒に案を出し合って広告を作ったり
分析をしたりして発表しました。授業内容が
面白かっただけでなく、クラスメートとのコミュ
ニケーションが必須だったので英語力を鍛え
ることができたと思います。

難易度
Course No. 普通

普通 宿題の量

Oral English II 科目名 Language of the Mass &Social Media

授業内容

実際のWebサイトや広告を使って、その中の
表現方法を分析したり、習ったレトリックを
使ってグループで広告を作ったりしました。
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2 人部屋 広さ 10

5 食事についてコメントを書いてください

基本的には寮のキッチンで自炊をしていましたが、外食をしたりUberEatsを使ったりもしました。スーパーマーケットで
は日本の食品(インスタント麺やお菓子など)が売られており、また日本食のチェーン店も多かったので食事面で困る
ことはほとんどありませんでした。強いて挙げるのであれば、野菜や果物の種類が日本と異なっており、新鮮なサラ
ダを食べることができませんでした。

設備についての簡単な説明

ベットや机、クローゼットなど基本的なものは揃っていました。洗濯機と乾燥機は寮の1階にあり、学生証にチャージし
たお金で使うことができます。1回の洗濯で300円くらいでした。共用の洗面所、シャワールーム、トイレが同じ場所に
ありました。

部屋について 畳くらい

ルームメートについて

前期のルームメートは韓国人でした。基本的に留学生同士が同じ部屋になるようです。後期は留学生が私だけだっ
たのでルームメートは現地の学生でしたが、コロナウイルスの影響で全ての授業がオンライン授業に変更されたた
め、私のルームメイトを含め大半の学生が退寮しました。そのため、後期はほぼ1人部屋でした。

寝具や生活用品の入手方法

寮（またはアパート、フラット）名とその場所

大学の敷地内に寮が2つあり、私の住んでいた寮は15階建ての13階でした。

布団やシーツはInternational Unitが貸し出ししてくれます。(私は柄が気に入らなかったので、シーツだけ自分で買い
ました。)調理用具(包丁・まな板・鍋)や食器は大学の近くにあるIKEAで買い、ルームメイトと一緒に使いました。

生活の感想

ルームメートと過ごす時間が必然的に長くなり、1人の時間が持てないことにストレスを感じることもありましたが、公
立図書館やカフェが近くにあったのでそこで1人の時間を作りバランスをとっていました。また、生活サイクルの違いや
掃除などでの不満がありましたが、きちんと自分の意見を伝えないと一方的に我慢する状況になってしまうので、嫌
なことや気になることがあったらしっかり伝えるようになりました。2人部屋は正直きつい面もありましたが、ルームメー
トと英語のレベルがほぼ一緒だったため、悩みを共有できたり一緒に出かけたりして最終的には何でも話せる仲にな
りました。前述した通り、文化や言葉の壁で話し合っても相手のことが理解できず悩んだ時期もありましたが、異文化
理解・他者理解において一生忘れられない貴重な経験ができました。

授業において困ったこと、その解決法について教えてください

香港人の教授が多いのですが、人によっては香港訛りがあるため聞きにくく感じることがあるかもしれませんが、分か
らなければ聞き返したりクラスメイトに聞けば教えてもらえると思います。教授も学生も母語は広東語なので、難しい
理論の説明や雑談の時に広東語で話す教授も数人(特に年齢が高い教授)いて疎外感を感じましたが、基本的には
英語を使ってくれるので大丈夫だと思います。

授業以外の活動についてお書きください

留学生が合計で20人ほどいたのですが、定期的にご飯を食べに行ったり観光地に行ったりしました。また、
International Unitの方が香港ディズニーに連れて行ってくれました。午前中はキャリアセミナーでディズニーランドの
裏側を見て、午後はアトラクションに乗りました。後期は、前期の抗議デモやコロナウイルスの影響で留学生が私だけ
になってしまったのですが、同じ階に住んでいる現地の学生やクラスメイトたちが毎週のようにご飯に誘ってくれたり
お出かけに連れて行ってくれたりしました。

寮（またはアパート、フラット）の生活について教えてください
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

その他（ 日用品等 ) 円

　　　 　（ その他 ) 円

円

換算率 （ =

8

　

香港では日本ブランドの化粧品や生活用品などが売っているのでこだわりが無ければ特に持っていかなければいけ
ないものはないと思います。大学から40分ほどの場所にイオンやドンキホーテなどもありました。日本のドライヤーや
ヘアアイロンは香港では使えないので現地で調達したほうがいいです。また、クレジットカードは2枚用意しておくとい
いかもしれません。(ATMからお金を引き出せるクレジットカードが入った財布をなくしてしまったのですが、別の場所
に保管していたカードがあったので助かりました。)

留学前にしておけばよかったこと

英語のテスト用ではなく、日常英会話に使う表現を覚えていたらよりコミュニケーションが円滑になっていたと思いま
す。

受給した奨学金（留学用、給付）があれば記入してください

津田塾大学海外留学(派遣)奨学金

留学前の準備について教えてください

日本から持参すべきもの

住居費

食費

合計

帰国旅費

引越し（往復で）

保険

語学研修費

留学先学費

本学学費

教材費

30,000

80,000

10,000

240,000

200,000

1,100,000

医療保険についてお書きください

渡航前に加入した保険

TIP JAPANの大学生専用学留学保険

留学先大学にあった医療保険制度

なし

留学中に受けた診察（もし差し支えなければ記入してください）

前期に胃腸炎になり受診料や薬代で1万円ほどかかりましたが、保険でカバーできました。(保険会社と提携している
病院ではなく大学から近い日本語の通じる病院を選んだため、当日は支払いをして後日保険会社からその分のお金
が振り込まれました。)

費用について教えてください（実際にかかった費用のみ記入してください）

（現地通貨）
渡航旅費

50,000

130,000

160,000

0

0

200,000
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私は3度目の学内選考でようやく交換留学に行くことができました。授業やバイトで忙しく、なかなか英語のスコアを上
げることができず第一志望の大学にはいけませんでした。さらに、ようやく決まった留学でしたが前期は抗議デモ、後
期はコロナウイルスの影響で対面授業は8ヶ月の留学生活のうち3ヶ月分ほどしかありませんでした。留学に関しては
思い通りに行かないことばかりでしたが、何もしないのではなく行動し続けた結果、予想していなかったような学びを
たくさん得ることができました。留学では、授業で学ぶことはもちろんですが、異文化の中で人と交流することで多様
な価値観に触れることができるので自分を知るきっかけになったり視野が広がったりするのではないかと思います。
少しでも留学に興味があるのであればチャレンジしてみてください！

その他、ご自由に意見を書き込んでください

香港樹仁大学は留学生が20人ほどだったので、他の大学と比べて留学生同士のつながりが強く、International Unit
との距離も近いように感じました。

適応しにくかったこと（学習面・生活面）があれば、記入してください

親日的な香港人学生が多く、私が日本人だと分かるととてもフレンドリーに話しかけてきてくれましたが、その分名前
を覚えることが難しかったです。

留学の成果（学習面・精神面）を教えてください

津田塾大学では学べない科目で様々なことは学べない社会学を学ぶという目標は達成できたものの、基礎知識がな
かったので1年レベルの簡単なことしか学べませんでした。しかし、日本人が1人しかいない環境下で異なるバックグ
ラウンドがある学生と交流したことで、精神面の成長は大きかったです。また、英語力に関して飛躍的に上がりはしま
せんでしたが、しゃべらばければ伝わらないし授業にも参加できなかったため、積極性が上がったのではないかと思
います。また、慣用的な表現などの教科書や授業では学べない部分をたくさん学ぶことができました。

今後の学習計画および進路について（就職活動）教えてください

未定

留学を目指す後輩へのメッセージをお願いします


