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 【大学間協定留学】 留学報告書  
記入日：2022 年 9 月 6 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 文学部 文学科 英米文学専攻 

留学先国 アメリカ 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： ボストン大学 

現地言語： Boston University 

留学期間 2022 年 5 月～2022 年 8 月 

留学した時の学年 3 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2022 年 8 月 17 日 

明治大学卒業予定年 2024 年 3 月 

留学先大学について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 

1 学期：9 月上旬〜12 月下旬 2 学期：  1 月中旬〜5 月上旬   3 学

期：      4 学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数    33,678  

創立年   1839 年    

 

留学費用項目 現地通貨 ( 

    ) 

円 備考 

授業料 7701      円       

宿舎費 4704      円       

食費 2250      円       

図書費 80      円       

学用品費            円       

携帯・インターネット費            円       

現地交通費            円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費            円       

被服費          円       

医療費           円       

保険費    716      円 形態：      

渡航旅費      2181      円       

ビザ申請費 160      円       

雑費 1000      円       

その他            円       

その他            円       

合計 18792      円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田     目的地：ボストン     経由地：なし   

復路 出発地：モントリオール   目的地：成田     経由地：なし    

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：      

料金：      

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：  JAL    料金：$1169 

復路 航空会社：  AirCanada    料金：$1012        ∴合計：$2181 

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：     ） その他（     ） 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート，大学の宿舎など） 

学生寮（寮の名前： Myles Standish Hall    ）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

    ボストン大学からの案内  

5）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

私が住んでいた寮はダイニングプランが必須でしたが、なかなか使いきれなかったので最小のプランで良いと思いま

す。   

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：     ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：     ） 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

ボストン大学周辺は、非常に治安が良いと思うが、事前にどこが危険か調べていった。 

夜はあまり出歩かないようにした。      

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 

（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは

WIFI 接続が可能であったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

  キャンパス内で Wi-Fi が通っていたので苦労しなかった。    

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？（例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。

銀行口座は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

  割り勘の時以外クレジットカードを使っていたので、特に資金調達を行わなかった。    

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

近くに日本ショップがあるので、あまりいらないと思うが、日本好きの方も多かったので、日本のお菓子を持っていく

と何かと使えるかもしれない。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。（例：渡航前に自分で指定したクレ

ジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 

クレジットカードで支払った。  
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 

※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

    12 単位 
     単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？       

3)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は，A4 用紙で別途作成し，添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Introduction to International Relations 国際関係論基礎 

科目設置学部・研究科  

履修期間 6 週間 

単位数    4 単位   

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態   講義   （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に   180  分が   2 回 

担当教授 Metehan Tekinirk 

授業内容     国際関係論の理論を学ぶ。それを通して現在、過去の国際問題について学ぶ。  

試験・課題など    ポップアップクイズが 2 回、レポートが 2 回。   

感想を自由記入 教授の「読むことを通して学んでほしい」という願望もあり、Reading がたくさん出た

科目でした。基本的な理論を学んだ後に、その理論を深掘りし、なぜ戦争が起きるのか

を理論ごとに解説してくれたりしました。 

 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Literature of Art and Film 文学と映画      

科目設置学部・研究科       

履修期間   6 週間    

単位数    4 単位   

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態    講義  （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に    180 分が  2   回 

担当教授 Matthew Stokes 

授業内容    文学とあるが、基本的に映画について扱う。撮影技法や映画ジャンルの理解を通し

て映画の分析を行う。   

試験・課題など  毎回映画を見て教授が送ってくる質問について考える。  

テストが 2 回、1000 字以上のレポートが 2 回、映画分析の動画作成が 1 回   

感想を自由記入 専攻科目に近いのもあり、楽しんでできた科目でした。生徒が映画に対して、感じた

ことを自由に言っていて、それを通して気づけることもたくさんありました。世界中

の映画（日本を含む）を扱うので、いろいろなジャンルの映画に興味がある人・海外か

ら見て日本の映画はどう評価されているのかを知りたい人には面白いと思います。  
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Professional Presentatioin プロフェッショナルプレゼンテーション 

科目設置学部・研究科       

履修期間 6 週間 

単位数      4 単位 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態      （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に   180  分が    2 回 

担当教授 Michael Dodge 

授業内容    いろいろな種類のプレゼンテーションを行う。   

試験・課題など   毎回の授業で一つプレゼンテーションを録画し、提出する。 

クラスでの発表は 3 回。クラスメイトのプレゼンテーションを見て、コメントをする。

    

感想を自由記入 現地の学生のプレゼンのレベルが日本とは桁違いに高かったです。またこの授業をと

っているだけあってプレゼンにこだわり、自信がある人が多かったイメージです。皆

プレゼンをやっている目的がブレることがないですし、構成が面白くて学べることが

たくさんありました。しかし、レベルが高すぎて、元々プレゼンがあまり得意ではな

い私はかなり苦労した授業でした。 

 

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2 以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など 

      

3)就職を選択した方は，差し支えなければ内定先を教えて下さい。また，その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内

定を得た企業すべての名前，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

      

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思い，

留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※就職活動をこれから始める場合は，留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の変化等を教えてく

ださい。 

      

5)進学を選択した方は，差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備，試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，試験勉強，留学中，留学後，特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確保，留

学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

 

留学開始年の前年 

１月～３月       

４月～７月 留学相談を通して、サマータームに行くことを決める 

８月～９月 Toefl 受験     

１０月～１２

月 
出願  

留学開始年 

１月～３月 合否、オリエンテーション、準備等   

４月～７月 出発    

８月～９月 帰国  

１０月～１２

月 
      

留学/帰国年 

１月～３月       

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２

月 
      

 

留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由に記入し

てください。 

 

・この留学先を選んだ理由としては、とても漠然としているのですが、西海岸の雰囲気より東海岸の雰囲

気の方が良いなと感じたことがあります。都会と自然が程よく融合している感じで街並みが綺麗で、治安

も良く、ボストンを選んでよかったと感じました。 

・英語力に関しては、正直、留学に行く際に不安がない状態で行ける人は、帰国子女以外ほとんどいない

と思います。勉強すればするほど自信がつくとは思いますが、それでも不安のない状態で行ける人はいな

いと思います。 

私も英語力に自信がない状態で行き、ついた後も自分の英語力の低さに悩まされることが沢山ありました。

はじめの頃は授業に全然ついていけなくて、予習復習に異様に時間がかかったり、友達が何を言っている

のか分からなく、返しがうまくできなかったりで、とても悩まされましたが、がむしゃらに何かを続けて

いれば、どうにかなることもあるのだなと感じました。 

・英語以外の勉強については、やはり日本文化についてのざっくりとした勉強は必須だと感じます。海外

の学生は、自国についての政治・文化についてしっかり話せたり、自分以外の国について知識がある人が

たくさんいます。聞かれた際に話せなくて悔しい思いをしたので、もう少し勉強していけばよかったなと

感じました。 

 

 


