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九州大学長期海外留学プログラム 留学報告書 

留学先大学名     Columbia University          （国名： USA          ） 

留学先大学院名      School of Social Work 

課程等 修士課程 ・ □博士課程 ・ □アジア諸国等における研究 

留学期間       2005 年  8 月   ～  2007   年  5 月 

九州大学卒業（修了）年

月 
 21 世紀プログラム       学部／学府    2005 年   3 月 卒業 

留学期間終了後の進路

（予定） 

１．就職（ 2007 年  6 月から） 

［就職先： Groundwork Inc, Family Resource Center   

 Position： Family Resource Center Coordinator］ 

２．大学院進学（    年  月から） 

［進学先：           大学          学府/研究科］ 

３．その他（具体的に：                                  ） 

 

進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？ はい。 

１．留学先大学について 

授業（カリキュラ

ム等）・研究の概

要 

 

学問領域： ソーシャルワーク 

専門： Advanced Clinical Social Work 

カリキュラム： 

【1 年目前期】 

授業と英語のコースを同時並行で受講しました。授業は福祉政策の歴史全般、人間発達環境、

統計学、Professional Identity。留学生向けの実習準備コースの4つで、英語のコースは週に2度あ

り、主にリスニングとライティングの訓練を受けました。 

【1 年目後期】 

週に 21 時間の現場実習開始。授業は、留学生向け実習準備コース、現場実践に関するコース

（カウンセリング全般について学ぶ）、福祉研究法を受けました。実習では、Community Service 

Program Coordinator として、ニューヨークの公立高校（Millennium High School，Teen Action of 

YMCA New York City）で働きました。主な実習内容は、他の団体と連携して、イベントを行ったり、

学生のボランティア先の斡旋を行いました。また、学生にカウンセリングも行っていました。 

【1 年目夏学期】 

実習が後期開始だったということもあり、他の学生が夏休みの間も授業がありました。実習は、

公立高校で、Community Service Program のカリキュラムを現場指導官と一緒に作りました。また、

公立高校が休みということもあり、関連団体である YMCA Chinatown にて、サマーキャンプのカウ

ンセラーも週に 2 度行いました。 

授業は、Human Sexuality、Advocacy と現場実習に関するコースを受講しました。 

【2 年目前期】 

前学期同様、週に 21 時間の現場実習を行いました。実習先は、1 年目と異なるところで、専門領

域と関係のある団体、Groundwork Inc にてカウンセリング等に関する実践経験を積みました。授業

は、家族福祉に関する政策、実習関連のコース（カウンセリング）、Adult Psychopathology

（DSM-IV-TR に関する授業）、応用福祉研究法を受講しました。 
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【2 年目後期】 

前学期同様、週に 21 時間の現場実習を行いました。実習先は Groundwork Inc。授業は、自然災

害被害者のトラウマカウンセリングに関する授業、Motivational Interviewing、ポスト・ハリケーンカト

リーナに関するコース（Field Trip 含む）、Social Work Practice with Families の 4 コースを受講しまし

た。 

 

＊ソーシャルワーク大学院は、実践大学院ということから、修士論文は卒業する上で書く必要はあ

りませんでした。 

 

留学先大学のサ

ポート体制（語学

面／勉学面／精

神面／住居・生

活面など） 

 

 

専門職大学院という特色からなのか、私の大学院には Writing Center というものがありました。

そこでは、レポート提出する上で必ず遵守しなければならない学術論文のスタイル（APA Style）

や文法チェック等についての指導を受けることが出来ます。このセンターは全学生向けで、1 生

徒、週に最大1 時間の予約を取ることが出来ます。 

 

私の大学には、学問のアドバイザーと現場実習に関するアドバイザーが常に居ます。アドバイ

ザーは、大学院側が決めます。学問アドバイザーは、授業などで困っているときに連絡を取って、

助言等を受ける際に利用します。現場実習のアドバイザーは、現場で困っているときに助け舟を出

してくれる存在です。 

また、留学生に対しては、実習準備コースが特別に設けられています。そのコースを担当する

先生が、2 年間を通して、Mentor 的な役割を担ってくれます。 

 

私の在籍した大学院はとても親身な先生が多かったので、サポートを受ける事に関しては何一

つ苦労しなかったこと思います。 

 

留学先大学に対

する感想 

ソーシャルワークは、実践大学院の中でも 1 位2 位を争うほど忙しく、きつい大学院だとよく言わ

れています。2 年間をその学問領域で過ごしてみて、多忙で精神的につらかった事は幾度となくあ

りました。しかし、私は、友人、現場指導教官や教授に非常に恵まれていたので、結果的に楽しい

大学院生活を送ることが出来ました。 

 

２．事前手続き（ビザ申請など） 

ビザの種類 

 

F1 

 

ビザ申請先 沖縄 

必要書類、手続

き方法 

アメリカの移民法の内容は常に変わるので、最新の情報を米大使館で入手してください。 

• 銀行残高証明 

• Ｉ－２０（留学先の大学から発行してもらう書類） 

• ＳＥＶＩＳなど 

•  

手続きに要した

時間 

5 分 

その他必要な事

前手続き 

• 留学内容・目的をしっかり口答できるようになっておくこと 

• 留学期間をしっかり把握しておくこと 
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３．日常生活 

日 常 生 活 の 概

要、感想 

平日は、実習とコースワークに追われていて、休む暇がほとんどありませんでした。また、2 年

目はサークルのリーダー的役割も担っていたので、より効率的な時間管理方法を学ぶのに四苦八

苦していたように思います。ただ、非常に親身な教授陣や友人に恵まれていたので、落ち込んだり

しても直ぐに立ち直り、次に進むことができました。 

 

 

生活費（月額）及

びおおよその内

訳（円換算で） 

生活費計  17 万 円／月 

 

（生活費内訳）住居費： 9 万円、 光熱水料：  0 円、 通学費：     １万円、  

食費；  4 万円、 電話代：     １万円、 インターネット代：     0 円、  

書籍代：    １万円  

その他：（具体的に） 雑費-文具等 

 

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）           円 

（徴収された費用の名目を具体的に：健康保険料： １学期約6 万円             ） 

 

 

日本から持参し

た方がよいもの 

（ＰＣや変圧器等

の要不要も） 

ニューヨークでは、日本のものは手に入りやすいので、文具以外の面では心配する必要はない

と思います。 

日本語のソフトウェアを使用したい場合は、日本からパソコンを持ち込んだほうがいいと思いま

す。コロンビア大学では、Dell 製品を購入する場合、若干の学生割引が効きます。 

 

 

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 

• 各大学が自主的に行っているキャンパスセキュリティーに関するプレゼンテーションには必ず

参加し、エスコートサービスやキャンパス内を走っているバスの時刻表など各々の情報を手に

入れること。 

• 困ったときは、一人で考え込まず誰かに必ず相談するなり、ある程度の手立てを取ること。自分

の思いや考えをいろいろな形で表現することは、結果的に英語力Ｕｐにも繋がります。 

• 暗い通りを一人で歩かないこと。特に、近道だからといって、夜間に公園を通り抜けることは非

常に危険なので、絶対にやらないでください。 

• 予防接種の証明書(英語)：英米とも、特定の予防接種を受けないと授業を受けられない大学が

多々あります。現地で予防接種を無料で受けることも可能ですが、注射嫌いの人は、子供のと

きに受けた予防接種の証明書を英語で取り、現地に持っていったほうがいいと思います。 

• 健康保険：多くの大学がキャンパス内の保険を常備しています。留学前に日本の旅行会社を通

して保険に入ることも出来ますが、現地で入るのも悪くないと思います。（利点：手続きが楽）留

学前に、どんな健康保険があるかをしっかり確認しておくと、後々らくだと思います。また、大学

によっては健康保険に加入していないと受講資格を失うということもありますので、十分に気を

つけてください。 
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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。 

• 三井住友国際キャッシュカード 

• 郵貯・シティバンクワールドキャッシュカード 

日本で契約した上のようなキャッシュカードがあれば、現地で口座を開設しなくても１年間は十

分生活できます。問題は、１回に５万円ほどしか引き出せないことです。寮費や学費などを一括で

支払う場合は非常に不便ですので、その場合はクレジットカードや現地での口座開設をお勧めし

ます。クレジットカードはあれば便利ですが、利用額をオンラインで確認できるようにしておくと便

利です。 

長期滞在の場合は、現地の口座があったほうが便利な場合が多いです。例えば、デビットカード

を使ったキャッシュレスショッピング。携帯電話やその他通信費や高額なものを一括で支払う場合

など。アメリカでは学生専用の口座があります。留学先大学の学生センターや留学センターでどの

銀行が便利か問い合わせてみると良いと思います。（口座開設の場合、大学からのレターが必

要。） 

送金： 

郵便局の口座宛送金が割安で便利だと思います。 

 

 

４．住居、生活環境 

住居の種類（○を

つける） 
 ・寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（                 ） 

費用（月額） 1. $860  

2. $750 （ルームメイトが２人） 

どのようにして見

つけたか 

1. 大学のＨｏｕｓｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅを通して （大学のシステムを通さなくても入居審査を受けることが

可能。） 

2. Ｃｒａｉｇｓｌｉｓｔ （http://newyork.craigslist.org/） [当たりはずれがあるので注意深く探す必要があ

ります。] 

 

今後、同大学・地

域への留学希望

者に伝えたい地

域情報、生活情

報 

 

1. 地価が上がっていることもあり、ＮＹＣでの住居探しは非常に大変だと思います。ＮＹＣで住居

を探す場合は、学校までの距離やコミュニティを事前にしっかりリサーチしてください。 

2. ＮＹＣには日本人のコミュニティがありますので、慣れるまではそれを通してネットワークを広

げ、情報収集に努めると良いかと思います。 

• びびなび ニューヨーク（http://newyork.vivinavi.com/JA/） 

• あおぞら ＮＹ（http://www.aozorany.com/index.htm） 

 

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 

Books: 

Overstock.com 

–Books- 

Amazon.com 

Ebay Books 

Travel: 

Amnet NY 

STA travel 

 

 

http://www.overstock.com/ 

 

http://www.amazon.com. 

http://search.half.ebay.com 

 

http://www.amnet-usa.com/ 

http://www.statravel.com/ 

学期の初めは、教材費で出費が嵩みます。大学の書籍部で購入

する場合、学割がきかないこともあるので、オンラインで購入す

ることをお勧めします。 

 

 

 

ＮＹ－ＴＯＫＹＯ間は、かなりお徳です。 
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６．留学期間終了後の活動予定 

本プログラムでの派遣者は、留学期間終了後、①大学や研究機関等において我が国の国際競争力の強化や国際社会への知的

貢献に資する教育研究を行う意思があること、②国際機関等の中核的な職員として国際貢献に資する活動を行う意思を有するこ

と、③またはこれらに類する活動を行う意思を有することが申請条件となっています。これを踏まえて、今後の活動予定・活動計画

を記入してください。 

今後数年間は、アメリカの Community Based Organization である Groundwork Inc の Family Resource Center のコーデ

ィネーターとして勤務します。グラウンドワークは、ニューヨークで数多くの賞賛を浴びている団体で、また、Ｎｏｎ－ｔｒａ

ｄｉｔｉｏｎａｌ Ｓｅｔｔｉｎｇで仕事を行っていることから、新たな知見を得ることが出来る刺激的な場所とも言えます。私は、この

団体で２－３年ほど経験を積むことで、以下のことを達成したいと考えています。 

1) マイノリティ・コミュニティの歴史的背景の理解及び現在への影響の考察 

2) Ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｙ及びＳｔｒｅｎｇｔｈ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ Ｍｏｄｅｌの実践 

3) 文化や歴史観における世代間ギャップと親子関係への影響の考察 

4) コミュニティ・メンバー参加型のサービスの促進及び実践 

5) Post-Graduate Training 

 

７．その他の特記事項 

特に交換留学(短期留学）との違い（学業面や生活面、異文化への適応など）や、今後、本プログラムへの申請を検討している学

生へのアドバイスなどを記入してください。 

• 学業面 

私は、2003 年度交換留学生としてイギリスのブリストル大学に留学しました。今回の留学で強く感じたことは、交

換留学と学位取得目的の長期留学では、自分の目標や周りから求められる期待の違いです。交換留学生の時

は、「文化交流」というところに焦点を当てていました。交換留学＝短期留学ですから、できることは限られていると

いっても過言では有りません。毎日が新たな「発見」であり、英語を伸ばすことや文化交流に力を注ぐところに交換

留学の醍醐味があるのではないかと思います。 

それとは反対に、学位取得目的の長期留学では、大学の指定する要件を全て満たさなければ、卒業資格や滞

在資格を失ってしまいます。平均評定が大学の基準より低ければ、転学や退学を勧められたり、大学に残るため

の条件を言い渡されたりするのです。また、留学生だからといった特別扱いなどもありません。大学側の条件を満

たして入学するのですから、他の学生と同じようなパフォーマンスをすることを求められます。これは、英語力がネ

イティブスピーカーレベルにある、ということではなく、他の学生と同等の学問的分析力、判断力、理解力、自己主

張力を持つ者として扱われるということです。レポートでは英語力よりも内容を評価されます。内容がしっかりして

いなければ、英語で上手く表現できても良い評価は貰えません。つまり、(学問領域にもよりますが)自分が日本で

の生活や海外での生活で学んだことを学問レベルにしっかり落としながら、自分の良いところを現場に生かしてい

くことが大切なのです。 

 

• 生活面 

日本食嗜好が高い人にとって、海外の生活は辛い部分が多少なりともあると思います。しかし、欧米諸国では、

最近日本食ブームが起こっていることから、都市部に住んでいれば日本食へのアクセスは容易だといっても過言

では有りません。また、オンラインなどを利用して日本の食材を手に入れることも可能ですから、そこまで心配する

ことはないかと思います。 

生活面でもっとも大事なことは、適度に諦めたり、妥協したりすることを覚えることです。これは、完ぺきを常に遂

行するのではなく、たまには肩の力を抜いて、心身ともにリラックスする 1 つの手段です。留学中は、成功の数より

も失敗の数の方を数えがちのような気がします。例えば、「XX が出来なかったのは英語力が足りないから」とか、

「もっと単語力があればこんなことにはならなかったのに」などと自分を責めてしまうことも良くあります。そういっ

たときに、今の自分を受け止めて、次は何が出来るかということを考えることが肝要だと思います。というのも、自

分のことをマイナスに受けてばかりでは、次に進むことが難しくなるだけだからです。だからこそ、現状を次のステ
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ップに進むための礎として見立て、自分の成長を長い目で見てあげると良いと思います。 

留学中の成果は、英語力だけではありません。自分の将来を築くための刺激を留学で受けた、ということも成果

の一つなのです。そして、英語力の伸びは人それぞれです。留学直後に伸びてその後停滞する人も居れば、帰国

直後に伸びる人も居ます。ですから、留学中は自分をしっかり認め、受けとめてあげることが生活面でもっとも大

切だと思います。 

 

• 異文化への適応 

個人差はあると思いますが、留学中で難関なのは異文化への適応です。折角外国に居るんだから、郷に入れ

ば郷に従え方式で生活がした方がいいのか？それとも、有りのままの自分で居た方がいいのか？といったような

疑問が頭の中を飛び交うことも少なくありません。また、文化差なんて関係ないという人も居れば、文化差そのも

のに興味を持って接する人も居ます。滞在期間に関わらず、私がお勧めするのは、素の自分を保ちながら、新た

な自分を探索することです。一見矛盾しているように見えますが、自分を保つこととは、自分を見直す時の始点も

つことですから、結果的には矛盾していません。 

イギリスの留学時代に最も印象に残っているのは、「私たちは君の文化に興味があるけれど、でもそれは、君と

の関係を通して学ぶから、無理して文化代表的な役割を担おうとしなくてもいいんだよ。大事なのは君がどんな人

かということだからね。」という言葉です。留学中は色々な問題や困難を自分に対して突きつけられることが多々

あります。その典型的例が、「私は自分の文化も知らないし、留学先の文化も知らない」と焦ってしまうパターンで

す。私もこういった問題にイギリスの留学中に陥りました。そこで気がついたのが、「イギリスに住む人がイギリス

について熟知しているとは限らない」からありのままの自分で良いのだということです。それに気付いてから、わ

からないことについては分からないと答え、もし質問内容に興味があれば、あとで調べて教えるよ、といった態度

で臨むようにしています。 

次に、アメリカ留学中の適応に関してですが、イギリス時代に比べて非常に楽だったと思います。というのも、渡

英時代に経験した困難や問題を元に心の準備がしっかり出来ていたからです。そのおかげで、精神面での適応に

それほど苦労しませんでした。従って、個人的に、九大卒業後学位取得留学を希望する人には、交換留学などの

形で短期留学を経験してから、長期留学に臨むことをお勧めします。 

 

 


