※

帰国後15 日以内に提出してくださ
い。

九州大学海外派遣留学生 最終報告書

※

提出された情報は、海外留学HP
に掲載します。（色のついた部分
は掲載しません）

留学先大学名

ワシントン大学

留学先学部名（またはプログラ
ム名）

）

Art and Science
2012 年

留学期間

（国名：アメリカ

学部／学府・年次

9月

～

2013 年

芸術工 学部／学府

留学により卒業または修了が遅れる見込みの有無とその期間

有 ・ 無

（期間：

6月

２年次～

２年次

１年

）

遅れる見込みの方は １．４年次に留学したため ２．単位が不足するため ３．新卒で就職したいため
その理由を書いてくだ
４．その他（具体的に記入）
さい
（NO.に○印をつける） 修士２年にて留学したため

卒業を遅らせないた
めにどのような配慮
や工夫をしましたか？

申請前に卒業に必要な単位をすべて取得しました。

１．就職 （ 時期： ４月から ／（
15
２．大学院進学（
大学
３．その他（具体的に：

進路の予定

）年 （

4

）月から）
学府/研究科

）
）

前項で１と答えた方
は、就活時期と方法を 海外での就職活動を行いたいと考えています。
教えてください（予定
日本では留学翌年の就職活動に望む予定です。
を含む）
進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？
留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？

はい。
はい。

１．留学先大学について
授業（カリキュラ 授業のバラエティがとても多く、自分の興味にあわせて授業を選択することができま
ム等）の概要に す。一学期に３つほど授業を選択し、一週間に複数回の授業を受けます。
ついて
私の場合Computer Animation を１年間行うと留学前から決めていたので、その授業を
軸に Art (drawing, color study)の授業をサプリメントとして取っていました。
制作がメインのクラスでしたので、毎回課される宿題をベースに進みます。授業では
やってきた宿題の批評から始まり、講義で次の宿題の中心となるコンセプトを学習し
ました。一週間に何回も授業があるので、宿題をする期間も短く、量はとても多いで
す。

留学先大学のサ
ポート体制につ
いて
（語学面／勉学
面／精神面／住
居・生活面など）

九州大学からの交換留学プログラムの場合、正規の学生との扱いの違いはほぼない
と感じました。
私が取っていた授業がほぼ制作の授業であったため、講義内容の理解・批評・コミュ
ニケーションの３点で英語が大切でした。講義内で不明な点があれば授業後に先生
に聞きに行ったり、E メールで質問したりすればすぐに対応してくれます。（クラスメイ
トたちも分からない事は主に E メールで質問をしているようでした。）クラス内で発表
がある場合はルームメイトやクラスメイトに練習をお願いするなど、必要な場合は事
前に準備できる環境があったと思います。また、無料でライティングの添削を行ってく
れる場所があり、履歴書の作成などライティングが必要な場合に利用をしていまし
た。
アメリカではわからなかったらすぐに「聞く」という文化が定着していると感じました。
聞きにいく内容をクリアにしておく必要はありますが、自分から行動すれば必要なサ
ポートを受ける事が出来ると思います。

留学先大学に対 バラエティに富んだプログラムが魅力的だと思います。仮に取れない授業があったと
する感想
しても、他に興味のある授業を見つける事が出来ると思います。
中国人の留学生がとても多いためか、アジア人の留学生に対して誰もがナチュラル
だと感じました。
学校の設備がとても良く、生徒に対するサービスが充実しています。キャンパスがと
ても大きいので移動が大変ですが、緑が多く建物も美しいです。IMA というスポーツジ
ムがあり、設備がとても良く感動しました。ライティングセンターやキャリアセンターな
ど、英語が苦手な生徒に対してのサービスがとてもオープンで利用しやすいです。

同じ大学への留
学を希望する人 毎クオーター１２単位授業を選択しなければいけないので、だいたい皆５単位の授業
たちへのアドバ を中心に３つか４つ授業を取っています。
イス
履修制限はありますが、「交換留学生だから」という理由で断られた授業はありませ
んし、自分の中で学びたい事が決まっていれば授業を多数の選択肢から選ぶことが
できます。
（制限についての情報を少し載せますと、デザイン学科の授業は前年度に試験をパス
した人しかとれないため、選択できませんでした。また、春クオーターは１年生が専攻
を決め始めるため、人気の高い「専攻必修科目」を断られる可能性があります。
また、コンピューター上で席が埋まっていても、１日目に出席して教授に直談判すると
入れてもらえる場合が多くあります。）
秋クオーター以降人気のある授業はすぐにいっぱいになってしまうので、（履修登録
が解禁する日には皆朝早く起きてパソコンを開き、空いている席を狙っています。）履
修制限がある人気の高い授業をとりたい場合はその前にアドバイザーに相談して登
録コードをもらっておきましょう。
授業は宿題をベースに進むので、毎日宿題の量がとても多いです。
宿題を加味するとどうしても時間が足りない場合があるので、バランスを見て授業を
決めると良いと思います。
アドバイザーの方々はとても協力的なのでどんどんアドバイスをもらいにいくと良いと
思います。事前にアポイントメントをとるか、walk-in の時間もあるのでオフィスに訪ね
にいくと良いです。

２．事前手続き（ビザ申請など）
ビザの種類

F1

ビザ申請先

大阪

必要書類、手続 ウェブサイトをみて必要な書類をあつめ、ウェブのフォームを埋めます。（長いので時
き方法
間が必要でした。）その流れでウェブ上で面接の予約をしました。

手続きに要した 1 週間
時間
その他必要な事 授業によっては履修制限がかかっているので、先にアドバイザー・先生にコンタクトを
前手続き
とっておくと履修登録がスムーズです。
返事がなかなかこない場合があるので、到着してから直接デパートメントへいくとすぐ
対応してくれます。

３．日常生活
日 常 生 活 の 概 課題の量が多いので、日常生活も課題・勉強が中心になると思います。
要、感想
わたしは寮で暮らしておりルームメイトも勤勉な方でしたので、彼女が勉強していると
自分もやる気が出る…といった勉学面での影響がありました。
初めに留学生向けのオリエンテーションがあり、学校の説明や留学生の友達をつくる
機会があります。ここで出会った人たちとは、年間を通じて交流がありました。
また、学校にクラブがたくさんあるのでクラブ活動に参加するとプライベートでの知り
合いが増えると思います。

生活費（月額）及 生活費計
120000 円／月
びおおよその内
訳（円換算で）
（生活費内訳）住居費（食費込み）：
90,000 円、 光熱水料： 0 円、 通学費：
8000
円(U-Pass) 、 食費（ダイニングアカウント外、コーヒー・交際費）； 10,000
円、 電話代：
0 円、 インターネット代：
0 円、 書籍代：
2000
円
その他：（具体的に）
日用品・クラスに必要な画材など 10000 円
学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）
3000
円
（徴収された費用の名目を具体的に：授業費（スタジオ使用料、モデル代、課外授業代
など））
日本から持参し とても寒いので、体調を崩したときに常用している薬があれば持っていった方がいい
た方がよいもの と思います。個人的には、のどぬーるスプレーをとても重宝しました。
（ＰＣや変圧器等
の要不要も）
これから留学す
る人への、日常
生活（治安対策
を含め）に関す
るアドバイス

キャンパス内でも夜はうす暗く、少し怖いです。
学校で勉強していて遅くなってしまったには送迎サービスがあるので利用できるとき
は利用するとよいと思います。

お金の管理や受
け取り （銀行口
座開設や海外送
金，またはクレ
ジットカード持参
など）について，
貴方の留学先国
で最も適当な方
法を教えてくださ
い。

Bank of America の店舗で学生アカウント（Saving/ Checking）を作成。日本からお金を
転送してもらいました。
Bank of America のデビットカードで日常の買い物を行い、プラスでオンライン決済用
に日本から持参したクレジットカードを使っています。

50th street のあたりはあまり治安がよくないと言われているので、スーパーに買い物
に行くときは明るいうちに行くようにしましょう。

４．住居、生活環境
住居の種類（○印

・寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（

）

をつける）

住所／
電話番号
費用（月額）

765 McMahon Hall Seattle, WA 981895

$896(double room, in McMahon Hall dining account level1)

どのようにして 学校の寮のウェブサイトで見つけました。
見つけたか
https://www.hfs.washington.edu/

次期留学生に推 「寮の暮らし」は人との出会いも多く、勉強に集中できました。プライベートを楽しむの
薦できるかどう は少し難しいかもしれません。
か、およびその 地下に売店とレストランがあるので、寮のなかではとても便利が良いところだったと
理由。
思います。相部屋は勉強をするには良い環境だと思いましたが、時々ひとりになるた
めの空間が必要かもしれません。ルームメイト次第です。キッチンが無いため料理を
楽しんだり友人を招いてディナーをしたりなどすることができないので、プライベート
を楽しむ場所ではないなと感じました。
留学生活を送る ダイニングプランは一番安いもので良いと思います。
上で次期留学生 寮に入る場合は布団が要るので、最初から布団をオーダーしておくか寝袋を準備して
に伝えたい地域 から行くとよいと思います。
情報、生活情報
日用品は university district にある university bookstore, bartell drugs で揃います。
スーパーは Trader Joe’s/ Safeway が北にあります。Safeway 周辺は治安がよくない
ので明るいうちにいきましょう。
布団・シーツ等は downtown か Northgate mall におでかけしないと手に入りません。
Bed Bath and Beyond / Target で揃います。
５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト
サイト名

ＵＲＬ

コ メ ン ト
主に学校の web サイトを使用していました。

６．その他の特記事項
シアトルは夏以外はほとんど雨です。観光するのであれば、天気がよい秋クオーターのうちにしておくこ
とをお勧めします。
また寮に滞在する場合、冬休み期間には寮が閉まるので滞在する事ができません。
不意に年齢確認や身分証明が必要な場合があるので、国際運転免許があればパスポートを持っている
よりも安全で便利だと思います。

