派遣留学報告書(４月分)

電気電子工学専攻

德永 浩己

1. はじめに
4 月に入り，ニューヨーク州では寒からず暑からずの好季節となりました．そのため，薄着で過ごす学
生が増えています．また，私は本帰国の日が近づいてきたため，いくつかの荷物を日本へ郵送する準備を
行っています．郵送といえば，私はアメリカに滞在している間，定期的に United States Postal Service
（以下，USPS）を利用して物品や書類を米国から日本へ郵送しています．今月，私がアメリカ版 Amazon
で商品を購入した際にも USPS が商品をキャンパス内まで郵送しました．USPS の配送サービスを利用する
人は図 1 に示すような配送状況を下記に示す Uniform Resource Locator（以下，URL）から確認することが
できます．USPS の配送方法には複数の種類があり，ベーシックな配送プランを使用すると 2 週間程度で
依頼した荷物が目的地に届きます．4 月分のレポートでは，私が春学期に履修している授業内容及びアメ
リカでの生活などを記述します．

図 1. 配送状況の確認画面
https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction_input

2. 授業内容
2.1 春学期の授業
2.1.1 Graduate Writing & Reading
今月，学生たちはファイナルプロジェクトとして複数の論文を読んで，それらの論文を文献解題しなけ
ればなりませんでした．その際，私たちは自分達が学んでいる分野の論文を選ぶ必要がありました．日頃
から，アメリカにいる多くの研究者は文献解題を行なっているそうです．また，学生たちは講師から論文
を書く時の注意事項を沢山教わりました．教わったことの 1 つを皆さんにご紹介します．英語には似てい
る単語がいくつかありますが，それぞれの単語がもつ意味は少し異なります．そのため，英語で論文を書

-1-

派遣留学報告書(４月分)

電気電子工学専攻 德永

浩己

く人は上記のことを考慮して読み手に正しい情報を説明する必要があります．私は，学部 4 年次に受講し
た日本語テクニカル・コミュニケーションの講義で札野寛子教授にも同様のことを教わりました．もしあ
なたが自分の日本語もしくは英語を見つめ直したいなら，私はあなたに金沢工業大学の大学院科目として
開講されている日本語テクニカル・コミュニケーションまたは English Technical Communication の講義を
履修することをお勧めします．
2.1.2 Academic Speaking & Listening
受講生たちは授業中に 4 人ずつのグループに分かれて，グループ毎に 45 分間のディベートを行いまし
た．私たちはディベートのテーマを自由に決めることができましたが，グループ内の 4 人は題目に対して
Pros 側もしくは Cons 側に分かれる必要がありました．私が所属したグループのテーマは「若者の攻撃的
行動と暴力的な表現を含むビデオゲームとの相関関係」で，私は Pros 側で討論を行いました．そして，
私はディベートの際に暴力的な表現を含むビデオゲームが若者に悪影響を及ぼすと考察している研究者た
ちの論文を 3 本利用しました．学生たちは先生からディベートを行うための準備期間が 1 週間ほど設けら
れていたため，どのグループも深みのある討論を行っていました．因みに，討論を聞いていた他のグルー
プの人たちは Pros 側または Cons 側の勝敗を判定しなくてはなりませんでした．また，4 月中旬に行われ
た授業の際に期末試験が実施されました．試験時間は 2 時間で，問題数は 20 問でした．
2.1.3 Beginning Chinese I 201 – 02
4 月初旬，私たちは王教授から電話対応で使用する中国語の基本フレーズを習いました．学生たちは，
その基本フレーズを学習した次の週に小テストとオンラインテストを受けました．私たちはロチェスター
工科大学（以下，RIT）が提供する RIT My Courses から中国語のオンラインテストを受けることができま
す．2018 年 12 月から RIT My Courses にログインする際にはユーザーネームとパスワードだけでなく，図 2
に示すようなパスコードが必要になりました．パスコードの有効期限は 24 時間しかないため，学生たち
は RIT My Courses にログインする時には定期的にパスコードを発行しなくてはなりません．私たちはオン
ライン上で RIT にパスコードの要求をすることができ，要求したコードは学生たちが個人的に所有するス
マートフォンのショートメッセージに表示されます．

図 2. パスコード入力画面
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2.1.4 Beginning Spanish IA 201A – 01
学生たちは今月もスペインの歴史や文化を学びながらスペイン語を勉強しました．例えば，私たちは教
授から講義の際に米西戦争やスペイン語圏の国などについて話をして頂きました．米西戦争とは 1898 年
にアメリカ合衆国とスペインの間で起きた戦争です．また，4 月の中旬に学生たちは講義で学んできたス
ペイン語を用いて 3 分間のプレゼンテーションを行いました．ショートプレゼンテーションの題目は自己
紹介でした．そのため，学生たちはパワーポイントを使用して自分たちの出身地や専攻，趣味などを発表
しました．私はスペイン語でプレゼンテーションを行ったことがなかったため緊張しましたが，発表時間
が 3 分だったので苦労せずにプレゼンテーションを終えることができました．
2.1.5 Discrete Mathematics 131 - 01
4 月に，私たちはユークリッドの互除法やフェルマーの小定理などを学習しました．ユークリッドの互
除法とは 2 つの自然数の最大公約数を求める手法の１つで，フェルマーの小定理とは素数の性質について
の定理であり実用としても RSA 暗号に適応されている定理です．4 月下旬には，学生たちは今月の講義で
学習したことに関する小テストを受けました．試験時間は 15 分で、問題数は 5 問でした。そして，この
クラスでは 5 月初旬に期末テストが実施されます．期末試験の試験時間は 50 分で，1 月から 4 月までの講
義で学んだ内容が試験問題として出題される予定です．試験範囲は広いですが，学生たちは教授から出題
されるかもしれない試験問題を事前に教えて頂いています．また，私たちは毎学期の終わり頃に図 3 に示
すような履修科目に関するアンケートを答えなくてはいけません．学生たちは下記に示す URL からアンケ
ートに答えることができます．

図 3. アンケートの入力画面
https://www.smartevals.com
2.2 学習・研究時間
第 1 週：27 時間

第 2 週：37 時間

第 3 週：36 時間
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3. アメリカでの生活
3.1 学生たちとのチャット
RIT には様々な国籍の学生が在籍しています．そして，私たちはチャットをする際に利用するアプリケ
ーションが出身国によって異なります．例えば，韓国からの留学生は Kakao Talk を使用し，中国からの留
学生は We Chat を使い，台湾からの留学生は Line を用いて，アメリカの学生やインド並びにサウジアラビ
アからの留学生は Facebook もしくは What App を頻繁に利用しています．We Chat とは，中国企業の騰訊が
開発した無料インスタントメッセンジャーアプリです．一部のスマートフォンは We Chat のアプリケーシ
ョンを正常にダウンロードできません．そのため，もしあなたがアメリカで中国からの留学生たちと We
Chat でチャットしたいと考えているのなら，渡米前にあなたの所持するスマートフォンが We Chat をダウ
ンロードできるかを確認しておく必要があるかもしれません．また，アメリカの学生たちは図 4 に示すよ
うな英語のネットスラングを Facebook のチャットで使用しています．念のために Facebook の URL を下記に
示しておきます．アメリカへ留学する予定の学生はアメリカへ行く前に英語のスラングを少し学習してお
いても損はしないはずです．

図 4. 部活動の連絡
https://www.facebook.com/
3.2 イースター
イースターとは，十字架にかけられて死んだイエス・キリストが 3 日目に復活したことを祝う祭日で
す．卵は生命の始まりの象徴であり，殻の中にいる時間を経て殻を割って生まれてくる様子がキリストの
復活を表していることから卵がシンボルとなっているそうです．2019 年のイースターは 4 月 21 日でし
た．その日，私は友人たちと一緒に図 5 に示すようなエッグハントを行いました．エッグハントは子供向
けの遊びで厳格なルールはありません．今回，私たちは開閉できる卵型をしたプラスチックケースを友人
宅の庭に隠して誰が一番多くエッグを見つけられるかを競い合いました．
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図 5. エッグハント
3.3 プール
学生たちはキャンパス内にあるトレーニングルームやプールを利用することができます．そのため，バ
レーボール部の部員たちは部活動の前にトレーニングルームで爽やかな汗を流して，図 6 のように部活の
後にプールで遊びます．また，私たちは春学期や秋学期だけでなく夏休みもプールやトレーニングルーム
を使用することができます．夏休み，私はサウジアラビアからの留学生と一緒に毎日のようにプールで泳
いでいました．もしあなたがキャンパス内のプールを利用したいのなら，予めに水着を用意しておいた方
がよいかもしれません．

図 6. プールでのバレー

4. 展示会
私の後輩である加納ゆうきが 5 月に東京で「Cosmo Fish」という展示会を行います．私は彼とは金沢工
業大学が提供している短期留学プログラムを通して知り合いました．現在，彼は夢を叶えるために金沢工
業大学を休学して活動をしています．図 7(a) ，(b)に展示会の情報を示します．もし東京での展示会に興
味がありましたら，彼らの展示会にお越し下さい．
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(b) 展示会の詳細
図 7. 展示会の内容

5. おわりに
将来，私は父のようなグローバルに活躍するエンジニア兼経営者になりたいと考えています．私は今回
の留学で少しは成長できましたが，まだ足りないものが沢山あります．RIT での留学生活は 5 月で終了で
すが，私は本帰国後も足りないものを補うために努力を継続していきたいです．また，私は留学の支援を
して下さったこぶし会並びに私がアメリカで出会った方々にも大変感謝をしております．

以上で 4 月分の月例報告を終了します．
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