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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 多

　コメント 私が受けた授業の中で1番宿題の多い授業
でした。ほぼ毎週広告を3つ作る宿題があり、
授業外にこの課題にかける時間をある程度と
らなくてはいけませんでした。とても忙しい授
業ですが、将来にとてもためになる授業で、と
てもおすすめです。

宿題の量

コメント

20

COMM 306-01

サイズ
難易度

Course No.

少

Inclass, Online

3

授業形式

単位数

Advertising Copywriting

広告の種類とそれぞれの広告の特徴を学
び、実際に広告を作る。

科目名

授業内容

少

　コメント これもEIT Majorの導入のような授業です。こ
の授業は、エンターテイメントについて学ぶと
いうよりもをエンターテイメントを守る法律につ
いて学ぶ授業です。どちらかというと法学を学
んでいる感じです。専門用語は教科書にも授
業にもよく出てきます。教科書をしっかり読め
ばわかる授業だと思います。

宿題の量

コメント

40

EIT 161-01

サイズ
難易度

Course No.

3

授業形式

単位数

Introduction to Copyright and Trademark
Law

著作権など制作者が持っている権利につい
て学ぶ。また、それを保護しているアメリカの
法律についても学ぶ。

科目名

授業内容

　留学先大学

　留学期間

履修したすべての科目についてお書きください

　記入年月日

Inclass

Introduction to the Entertainment Industry

協定校留学【終了】報告書

※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。

　国名 　学籍番号

※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。

アメリカ

ミネソタ州立大学モアヘッド 　氏名

3

42

EIT 261

エンターテイメントの世界の職業について学
ぶ。その職業の特徴、スキル、困難な点など
を実際にその職業で働いていた人に聞く。

Inclass

1

40

EIT 160-01

少

EIT majorの導入授業で、1年生から受けられ
る授業でした。比較的簡単ですが、職業につ
いて調べる等の宿題があり、専門用語など
が出てくることがあります。先生が元々audio
engineerとして働いていた人なので、裏話な
どが聞け、とても面白いです。エンターテイメ
ントの世界に興味のある人にはお勧めです。

※帰国後1カ月以内に提出（送信）してください。

津田塾大学国際センター

主な専攻分野： EIT (Entertainment industry technology), Advertising, Economics 

2019

EIT161の発展的な内容でした。倫理なので、
ちゃんとした解答がないので自分の意見を
しっかりと持つことが大切です。とても身近な
内容にたいしての自分の意見なので、そこま
で難しくはないと思います。

Legal and Ethical Issues in Entertainment

エンターテイメントの世界を取り巻く問題や倫
理について学ぶ。子供をテレビにだすことの
問題点などとても身近な題材を中心にエン
ターテイメントはどうあるべきか考察する。

Inclass, Online (Zoom使用)



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

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

Inclass

3

25

COMM 352-01

難易度
Course No. ECON 204-01

3

45 サイズ 45

中

3 単位数

コメント 経済学を今までとったことがなく、経済用語を
全く知らなかったため少し苦労しました。けれ
ど、教科書をしっかり読み、知らない用語を調
べれば、ちゃんとついて行ける授業です。ま
た、先生がアジア人にとても理解があり、アジ
アに興味のある先生だったのでとてもよかっ
たです。授業の進みもゆっくり目でわかりや
すかったです。

コメント ある程度前期で経済用語などを学んでいた
ため、そこまで苦労せずとることができまし
た。しかし、身近な内容ではないので、ある程
度基礎知識を持った状態で受けた方がいい
と思います。

ECON 202-01

多 宿題の量

English Composition I

Inclass

3

多

Principles of Economics I: Micro 科目名 Principles of Economics II: Macro

Inclass 授業形式 Inclass, Online

American Economy

Inclass, Online

3

35

ECON 100

中

とても基本的な授業でした。私の場合、前の
タームにマイクロ経済学をとっていたので、あ
まり難しさを感じず授業を受けることができま
した。基本的な経済用語を知っているとこの
授業を楽にとれると思います。

コメント とてもわかりやすく、ためになる授業でした。
マーケティングの知識が全くない人でも受け
られると思います。韓国人の先生なので、ア
ジア人への理解があり、わからないところは
しっかりと答えてくれます。

コメント Academic writingのような授業でした。MLAは
もともと学んでいたので、とても楽に受けられ
ました。津田塾大学でまなんだものの復習の
ような形で受けました。

宿題の量

サイズ

Principles of Marketing

コメント

少

科目名

授業形式

単位数

1つの団体を選び、その団体をどのようにソー
シャルメディアを使ってアピールするかグ
ループで計画を立てる。 授業内容

科目名

授業内容

多

Social Media Campaigns

MLA方式を使って、どのように英語の論文を
書くか学び、実際に書いてみる。

マイクロ経済学について学ぶ。人がどのよう
にものを買う意思決定をするかなどとても小
規模な経済について考える。 授業内容

マクロ経済学について学ぶ。政府がどのよう
にインフレに対応するかなど国規模、世界規
模の大きな経済について考える。

授業形式

単位数

サイズ
難易度

Course No.

とてもやり応えのある授業でした。私は
Dragon Entertianment Groupという団体をPR
するグループで活動をしていました。実際に
広告を作るだけではなく、その広告をいつポ
ストするかなどの計画も立てました。よりビジ
ネスに近い授業でした。

コメント

難易度
Course No.

35

MKTG 270

17

ENGL 101-04

アメリカ経済をマイクロ経済学、マクロ経済学
の視点から読み解く。

マーケティングの方法や効果について学ぶ。
実際の企業の例をみながら詳しく考え、考察
する。

Inclass, Online

3

宿題の量



2

3

4

前ー２、後ー１ 人部屋 広さ 6

5

・すべてinclassの授業をとっていたのに、コロナの影響ですべてonlineになってしまったこと。ー　先生に少しでも疑問
に思ったことはメールで連絡をとり、聞く。
・日本で、アメリカ時間で授業を受けなくてはいけなかったこと。

授業以外の活動についてお書きください

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

食事についてコメントを書いてください

寝具や生活用品の入手方法

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

寮（またはアパート、フラット）名とその場所

前期ーDahl 後期ーBallard

Dahlー新しい寮なので、とてもきれいでした。すべての寮の中で一番大きなキッチン、ラウンジがあります。シャワー
ルームはしっかりと鍵がかかる個室のシャワールームです。
Ballardー寮の中で1番古い寮です。ですが、授業を受ける建物、学食、図書館すべての施設にとても近いです。私は
３階にすんでいたのですが、エレベーターがなく、引っ越しがとても大変でした。キッチンや洗濯機などは地下にあり
ます。シャワールームはカーテン式でした。

設備についての簡単な説明

食事は学食でとることが多かったです。ただ脂っこかったり、味が濃かったり、自分の好みに合わなかったりしたこと
もありました。少し遠いですがアジアンマーケットがあるので、学食で食べたくないときなどはそこで買ったものを調理
し、食べていました。フライパンなどの調理器具は寮の受付で借りることができます。

Japan clubやKorea clubに所属をして、日本食のパーティーをしたり、K-popをみんなで学んだりしました。また、その
ようなアジアの文化を伝えるイベント（East Asia Night）などもあり、それらのイベントの際には積極的に準備をする立
場に回ったりしました。クラブやイベントに参加すると同じようなことに興味のある子たちがいるので、積極的に参加
して友達を作るといいと思います。

シーツや枕などはオンラインのフォームでセットを頼んでおいたので、すでに部屋に置いてありました。また、それと
一緒になぜかシャンプーと生理用品もついていました。最初のうちは自分で持参していたシャンプーなどを使ってい
ましたが、持参していたものが終わった後は友達に車でつれていてもらったり、自分でバスや歩きでスーパーに行
き、現地のものを使っていました。

生活の感想

不便に感じることはほとんどありませんでした。ただ冬場は、雪がすごく出かけるのは大変なのでおすすめしませ
ん。

基本いい子でした。ですが、自分たちで作った規則は守ってくれませんでした。

部屋について

ルームメートについて

畳くらい
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

その他（ ) 円

　　　 　（ ) 円

　　　 　（ ) 円

円

換算率 （ 1 =

8

　

語学研修費

留学前の準備について教えてください

津田塾大学海外活動（派遣・受入）奨励金

日本から持参すべきもの

（現地通貨）

合計

495,880住居費 4,631

2,413 260,307

約70000

留学前にしておけばよかったこと

約25114 約2691460

受給した奨学金（留学用、給付）があれば記入してください

・生理用品…慣れているものの方が良い。言質のは硬くて大きいため日本人にはあまり会わないと思う。
・wifi（有線を無線に変換するもの）もしくは有線…学内のwifiが届く範囲が限られているので、あるととても便利。現地
で買おうとすると高い。
・化粧水…現地の製品が合わなかった。
・常備薬…風邪薬、痛み止め、酔い薬、自分が普段飲んでいる薬は持っていく。特に普段車酔いなどを起こさない人
も酔い止めを持っていった方が良い。運転が荒い人が多いので要可能性がある。

約107 円）

0

食費

1,865

引越し（往復で）

教材費 653

本学学費

約150000

留学先大学にあった医療保険制度

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）

200,000

0 0

student insurance（強制加入）

健康診断、インフルエンザワクチン接種

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）

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

帰国旅費 688 約73000

渡航旅費 約1400

AIG損保

特になし

留学先学費 11,274

保険 2,190 235,070

0

1,207,203
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留学の成果（学習面・精神面）を教えてください

すべての授業でいい成績を取るという目標を持っていたので、自然と授業外に勉強をするという習慣が日本にいると
きよりも着いていたと思います。英語はもちろんのこと、私が学んでいた分野の知識もしっかりつきました。何回か周り
についていけない、周りとの価値観が合わなくていい広告などが作れないなど悩んだこともありましたが、違いは違い
として受け止められるようになり、その違いを踏まえた上で考え、自分のオリジナリティなどはまもらなくてはいけない
という気持ちがつきました。また、どこにいても努力が１番大切で、努力の分だけ自分のスキルアップにつながり、周り
が自分を認めてくれる判断材料となるのだと再認識しました。

先生の話や友達の話のスピードが速すぎて聞き取れないことが何度かありました。そのときは必ず聞き返しました。
恥ずかしがらず聞いた方が自分のためになります。また、知らない単語なども後で調べるのではなく、その場で先生
や友達に聞きました。その方が単語の勉強にもなるし、英語の勉強にもなります。

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

私は教職をとっているので、５年での卒業となります。まだ、どの業界に進むかはっきりとは決めていませんが、この
夏に様々な企業にインターンシップをし決めていきたいと思います。

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

その他、ご自由に意見を書き込んでください

ただ留学をしたいというだけではなく、留学をして何を学びたいか明確にしておくとより頑張れるようになると思いま
す。途中でその目的が変わることもあると思いますが（実際に私がそうです）、持っている人と持っていない人ではか
なり頑張りに差が出ると思います。留学中の自分や留学後の成長した自分を思い描いて、留学に向けての勉強、頑
張ってください。応援しています。

留学を目指す後輩へのメッセージをお願いします


