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※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： 文化学

2019

Speakingを伸ばせたらな、と思いこの授業を
履修しました。実際にクラスの前で4回ほどス
ピーチをしなければならず、とても緊張しまし
たが、先生がとても優しい方だったので乗り
越えられました。

Speech Communication

スピーチのコツを学ぶとともに、実際にス
ピーチを何回か行う

講義と実践

3

小

COMM100

それぞれの地域における文化形成がどのよ
うに地域特有の地形や気候によって影響さ
れてきたかを学ぶ

講義

3

大

GEOS111

なし

毎回、授業範囲部分の教科書を読んで、予
習することがとても大変でした。また、テスト
は記述式と選択問題の混合で、しっかり勉強
しないと答えらませんでした。
授業内容がとても興味深く、履修して良かっ
たなと思います。ただ、教科書を読む量やテ
スト前の勉強量はとても多いです。

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　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

講義とグループワーク

【秋学期】Culture and Regions

3

授業形式

単位数

Education and Multicultural America

多文化社会のアメリカで歴史的に起きてき
た、差別などの社会問題を学びつつ、多文化
理解を深めるには教師としてどのようなクラ
ス作りが大切か学ぶ

科目名

授業内容

少なめ

　コメント 私が履修した授業の中で一番、とって良かっ
たなと思う授業です。授業の始めと終わりに
必ずコメントを一言言わなければならず、グ
ループで話し合うことも多かったため、大変で
した。しかし、授業内容が日本では習わない
ような内容を深く学ぶことができ、また、グ
ループメンバーが面白いメンバーだったため
楽しむことができました。

宿題の量

コメント

小

AMCS233

サイズ
難易度

Course No.

講義

3

授業形式

単位数

Chinese Culture

中国文化・歴史を学ぶ

科目名

授業内容

少なめ

　コメント もともと、中国に興味があったため、この授業
を履修しました。中国の伝統風習やイベント、
歴史的人物を通じて宗教について学ぶこと
ができました。

宿題の量

コメント

中

CHIN132

サイズ
難易度

Course No.

少なめ
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小

ANTH248

小

ANTH308

学期最中に行われるコンサートに向け歌を練
習する

人類学について学ぶ

3

宿題の量

なぜ人は移民として他の地域や国に移動す
るのか、その要因を学びました

社会学について基礎から学ぶ
授業内容

文化におけるコミュニケーションのとりかたの
違い、異文化間でのコミュニケーションについ
て学ぶ

授業形式

単位数

サイズ

難易度
Course No.

教授の喋るスピード・授業の進むスピードとも
にとても早く、ついていくのに大変でした。

コメント

科目名

授業形式

単位数

国際関係学について学ぶ
授業内容

科目名

授業内容

なし

International Relations

コンサートで歌うという貴重な経験をすること
ができ、とても楽しかったです。また、授業に
行くことが毎週の楽しみでもありました。

コメント この授業は一番苦労しました。教科書も授業
内容も抽象的で、そもそも何を言っているの
か理解するのが大変でしたし、とても難し
かったです。

コメント 授業中にビデオを見る機会も多く、授業内容
もわかりやすかったです。

宿題の量

サイズ

Ideas of Culture

コメント

少なめ

【春学期】University Choir

1

中

MUS328

なし

Migration and Human Adaption

3

少なめ

Introduction to Sociology 科目名 Intercultural Communication

講義 授業形式 生徒参加型の講義

なし

3 単位数

コメント 大好きな授業でした。教授の講義がすごくわ
かりやすく、内容も面白かったです。テスト
と、2回のエッセイ提出がありました。

コメント 様々なバックグラウンドを持つクラスメンバー
から、それぞれの話を授業中に聞くことがで
き、とても楽しかったです。日本についてクラ
スで話すと、アメリカ文化とは全然違う点に驚
かれたりしました。

SOC110

なし 宿題の量

講義

3

中

POL160

難易度
Course No. COMM285

3

中 サイズ 小



2

3

4

2 人部屋 広さ 10

5

秋学期はUnlimited meal plan、春学期は120 meal planにしました。
秋学期を200 meal planに変更しようと、日本にいるときにMSUMへメールしたら、あなたはUnlimitedですと言われてし
まいました。しかし、もし同じことを皆さんが言われてしまっても、現地に到着後、直接Housingへ行って変更することが
可能です。食堂は一つしかありません。ビュッフェ形式で毎日メニューとしてピザ、タコス、サンドイッチやサラダなどが
ありました。正直、私はKiseの食事に飽きるということはありませんでした。自炊はほとんどしていません。

Korean club, Korean dance club, Japaese club, Asian Muticultural clubに所属してました。なぜこんなにたくさんのクラ
ブに所属する余裕があったかというと、ほとんどのクラブが週1・１時間程度で参加も強制ではなく、全くの自由だった
からです。勉強ばかりしていても疲れて集中力が持たないので、日々のクラブは楽しみでした。クラブメンバーとして
East Asian Nightなどの大きなイベントに運営側として回ることができたのも良い経験でした。
また、Japanese classを履修している生徒さんと交流する機会を設けたいと思い、教授との相談の元、毎週金曜日に
日本語ミーティングを開いていました。日本語や日本の伝統行事の紹介など行いました。

スターターパック(布団・ちょっとしたお菓子など)は頼んでなかったのですが、初日に勝手に部屋に置いてありました。
もともと三田先生にお布団をお借りしようと思っていたのですが、到着初日はとても疲れていますし、先生との連絡も
大変だと思うので、スターターパックを頼むのも良いと思います。キッチンにはスプーンやコップ、お皿、鍋などありま
せん。寮のデスクから鍋やフライパンは借りれますが、それ以外は現地で買い揃えました。

生活の感想

Ballard Hallは教室のある建物、図書館、食堂すべての施設に一番近い寮です。私としては寒い冬に長距離歩かず、
どこにでも行けたのが良かったです。特に、私は自分の部屋では勉強に集中できないタイプなので、30秒歩けば図書
館に行けた点がとても良かったです。もう一度選び直すとしたら、私はBallard Hallの1階の1人部屋を選ぶと思いま
す。

私は10月までたまたまルームメイトがおらず、2人部屋を1人で使っていました。途中から日本人のルームメイトが入っ
てきましたが、最後まで問題なく過ごせました。ただ、アメリカ人のルームメイトとは習慣の違いなどから2人部屋をスト
レスと感じる日本人の友達が多かったです。最初から1人部屋を希望するのもありだと思います。英語力のためにもア
メリカ人のルームメイトが欲しいなと思っていましたが、自分の部屋では英語を使って疲れてしまうよりも、しっかり休
むことが大事だなと感じました。

部屋について

ルームメートについて

畳くらい

ディスカッションのある授業は、早い英語についていくのに精一杯で、とても大変でした。グループディスカッションの場
合、周りのクラスメイトが振ってくれたりということはあまりありませんでした。しかし、自分の意見をたとえゆっくりな英
語でも一生懸命伝えようとすれば、周りも聞いてくれるので頑張って声を上げることが大事だと思います。

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

Ballard Hall、１階、2人部屋

Ballard Hallは一番古い寮です。そのため設備、特に共有のトイレとお風呂は綺麗とは言えませんでした。でも、数ヶ月
も経てばすぐ慣れます。寮で唯一エレベーターがないため、2階・3階に大きな荷物を運ぶときは大変です。冬は何十
センチも雪が積もりますが、窓際にヒーターがあり、一階に住んでいても室内で寒いと感じたことはありませんでした。
地下のキッチンには、シンクとコンロの最低限の設備はありますが、決して綺麗とは言えませんでした。私の場合、
秋・春学期を通して食堂を利用していたので、ほとんどBallardのキッチンは使わなかったですし、友達と料理するとき
は違う寮のキッチンを使用してました。

設備についての簡単な説明
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7

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

その他（ 交際費 ) 円

　　　 　（ ) 円

　　　 　（ ) 円

円

換算率 （ 1ドル =

8

　

正直、私は留学前に”英語”の勉強をすべきということはわかっていましたが、何をすればいいかわかりませんでし
た。留学が終わり、今思うと、少しハイレベルな単語帳(ターゲットでは足りないないということ)をやって、もっとボキャ
ブラリーを増やしておけば良かったなと思います。また”話す”という面では、やはり「文法」が大事だと感じました。英
会話やらないと！と思う方が多いと思いますが(私もそうでした)、留学先に行けば英語を話す機会は沢山あります
し、”慣れ”てくることで話すことができるようになると思います。なので、文法書でもう一度文法を復習して、現地でア
ウトプットできるようにしておけば良かったなと思います。

留学先学費 9,306ドル

保険 日本と現地の保険料合算:37
万

100万

インフルエンザ予防注射（無料）

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

渡航旅費

東京海上日動海外旅行保険（留学プラン）

教材費 427ドル

本学学費

(往復券)23万

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）

20万

United Healthcare（加入必須）

受給した奨学金（留学用、給付）があれば記入してください

(個人的に持って行けば良かったと後悔したものです)
歯ブラシ（アメリカのものはサイズが大きすぎました）、シャー芯、ハサミ、多めの下着（旅行した際に、多めに持って
来れば良かったなと思いました）、ウエットティッシュ、トラベルポーチ（旅行用）、大きめの洗濯ネット（冬用コートや
セーターが入るサイズのネットを持ってこれば良かったと思いました）

108 円）

食費

引越し（往復で）

年間30万

住居費 5,599ドル

3,132ドル 34万

4万6千

留学前にしておけばよかったこと

約308万

語学研修費

月300ドル

留学前の準備について教えてください

業務スーパー奨学金（給付）

日本から持参すべきもの

（現地通貨）

合計

60万



9

10

11

12

13

初めての1人暮らしを通じて、時間を計画的に過ごす、という力がついたと思います。身の回りのことを全て自分でこ
なすと同時に、食事や勉強の時間をいつつくるかなど時間配分を考えて過ごしていたからです。
また、留学当初は英語が拙かったため授業中に苦労することがたくさんありました。議論に参加するのが怖いから、
話しかけるのが怖いからという理由で自分の殻に閉じこもりがちになっていました。しかし、自分から話しかければ相
手も心を開いてくれる、自分で意見を一生懸命伝えようとすれば聞いてくれる、という気づきがあってから、授業に対
する取り組み方が変わりました。この経験を通じて忍耐力と積極性が身についたと思います。

クラスに私以外インターナショナル生がおらず、現地の生徒に混ざることがほとんどでした。そこまで外国の方の中に
入っていく、という経験が初めてだったので、とても緊張しました。正直、最初は授業に行くこと自体が不安でした。で
も、慣れるにつれ授業を楽しむことができました。

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

卒業を一年伸ばすので、就活は2021年になります。留学中は留学に集中すると決めていたので、就職活動はこれか
らしていきます。

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

私は総合政策学部一期生で、キャンパスも千駄ヶ谷だったため情報収集や留学準備に大変苦労しました。私の経験
をもとに、協定校留学を考えている後輩のお役に立てればと思っています。

私は留学に行ってとても良かったと心から思います！一年間、海外で1人で暮らすという経験自体も貴重ですし、本
当に様々なバックグラウンド・考え方を持った人に出会えて、吸収することが多かったです。協定校留学は枠も決まっ
ており、英語の勉強や奨学金の申し込みなど大変だと思います。諦めずに最後まで頑張ってください！
また、留学が既に決まっている方は一年間の留学を後悔のないものにするためにも、しっかり目的意識を確立して
いって欲しいです:) 何を学びたいかはっきりさせることで、より一層留学を楽しめると思います。頑張ってください！

留学を目指す後輩へのメッセージをお願いします

留学の成果（学習面・精神面）を教えてください



East Asian Night にて
(右:ファッションショーの格好にて　左:クラブメンバーと)

　　←1年間で使った教科書

冬休み中のニューヨーク旅行→

←日本語授業を履修中の生徒さんと
　 （日本語ミーティング）


