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このたび，アメリカ大使館主催のアメリカ留学説明会

を開催いたします。 

アメリカ留学に興味がある学生は，ぜひご参加くださ

い。 

※なお，今回の説明会は本学の留学制度とは一切関係ありませんので，ご了承ください。 

 

２０１３年１０月２４日（木） 

１２：１０～１３：００ 
 

和泉キャンパス 第一校舎３階３１４教室 

※昼食持込み可 入退室自由 申込不要 
 

説明会のスケジュール（予定） 

時間 内容 

１２：１０ アメリカ留学・ビザ申請について 

１３：００ 

終了予定 

※説明会後に，質問の時間を設けますので，質問のある方は是非この機会を利用して

下さい。 

※説明会の使用言語は英語で，日本語の通訳があります。 

やむを得ない事情により内容が変更になる場合があります。 

■ 本件問い合わせ先 ■ 

明治大学国際教育事務室（駿河台キャンパス グローバルフロント 2 階） 

窓口開室時間： 平日 9:00-11:30, 12:30-17:00，土 8:30-12:00 日・祝・大学の定める日は閉室 

TEL: 03-3296-4487  email: kokusaik@meiji.ac.jp 

※ メールで問い合わせの際は，必ず所属学部・学年・氏名，件名を記載してください。携帯アドレスで

問い合わせの際は，上記アドレスから返信が受領できるように設定してください。 
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UU..SS..  EEmmbbaassssyy    SSttuuddyy  AAbbrrooaadd  SSeemmiinnaarr 

OOppeenniinngg  tthhee  DDoooorr  TToo  YYoouurr  SSttuuddyy  iinn  tthhee  UU..SS..  

 

あなたは何故アメリカに留学したいのですか？                        

 アメリカの文化を学び、アメリカを経験したいから? 

 人々との交流を通じてネットワークを築きたいから？ 

 グローバル市民になって視野を広めたいから？ 

 英語力を向上させたいから？ 

アメリカの高等教育制度にはさまざまな選択肢があります。そして、アメリカの教育機関への門戸は、資格のある世界

中のすべての学生に開かれ、全世界の学生を惹きつける教育システムを整備しています。アメリカの大学の特徴は、そ

の数の多さに加え、学生や社会のニーズに応じた教育内容の多様性も大きな特徴の一つです。 

アメリカで学ぶメリットは何だと思いますか？ 

 留学で学んだ国際的な経験が就職に有利だと思う 

 留学経験が昇進や、より良い仕事を探すのに役立つと思う 

アメリカ留学で得た一番の経験は何かという問いに、「勉強だけでなく、世界各国からの留学生と知り合い、友だちに

なれたことが一生の財産」という答えが多く返ってきます。海外留学における世界のリーダーとして約 220カ国から 72

万人を超える留学生がアメリカの大学・大学院で学んでいます。 

アメリカで勉強するためにはビザ申請が必要です。アメリカ大使館の領事が、アメリカ留学およびビザ申請についてお

話します。さあ、あなたもアメリカで新しい自分を発見してみませんか？ 

Why do you want to go to the United States for study? 

 Want to learn about American culture and have a truly American experience? 

 Want to build your social and work networks? 

 Want to become a global citizen and expand your world view? 

 Want to improve your English?  

There is a wide variety of choices for higher education in the United States.  The door to educational institutions in the U.S. is 

open to eligible students from around the globe.  The U.S. education system attracts the best and brightest students from every 

country in the world.  In addition to the large number of universities, one of the major features of higher education in the U.S. is 

the diversity of educational content that meets the needs of students and society.  

What are the advantages of studying in the U.S.? 

 Employers look for people who have international experience from work and study. 

 Study abroad helps with promotions and finding better jobs. 

When asked about what is the best thing about studying abroad, many students answered that it’s “not just study, it has 

helped me get acquainted with students from around the world.”  The U.S. is one of the world’s leaders in study abroad, 

with more than 720,000 international students currently studying at universities and graduate schools from 220 countries 

around the world.  

You must have a visa to study in the United States.  The U.S. Embassy Consul will explain about studying in the U.S. and 

visa application procedures.  Well, what do you want to find out about yourself in the U.S.? 


