
協定校留学近況報告書 

  

記 入 日 ２０１４年 12月 ６日 

留 学 先 大 学 テンプル大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：フォックスビジネススクール，（現地言語での名称）：Fox School of Business  

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 ２０１４年８月－２０１５年６月 

明 治 大 学 で の 所 属 法学部法律学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

主にインターネットで調べたり、テンプル大学と連絡を取ったりして準備をしていました。前年にテンプル大学に留学していた

先輩と連絡を取れたことはわからないことを質問でき、大変良かったです。現地の寮については、部屋の見取り図ではベット

が部屋に一つであったにもかかわらず、実際に寮のベットルームは二人一部屋でした。寮の寝室はほとんどが二人部屋であ

り、一人部屋がよい人は寮ではなくオフキャンパスのアパートメントを探してもよいのではないかと思いました。また、オフキャ

ンパスの方が安いです。（The View at Montgomery,1220 など） 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：F-１ 申請先：米国大使館東京 

ビザ取得所要日数：１週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約４万円（申請料と SEVIS 費用） 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

私は全て自分でやりました。大変でしたが、よい経験になりました。提出書類については、情報が変わっている可能性がある

ので、現在の米国大使館の公式 HP を見て下さい。http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp 



 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

米国大使館の公式 HPに詳しく詳細が書いてあるので、熟読をお勧めします。 

http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

テンプル大学で何を勉強するのか？ 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

DS-１６０を修正するのは少し面倒であるため、できるだけ間違いなく、わからないところは調べながら慎重に記入して下さ

い。なお、記入には約一時間要しますので、しっかりと時間を確保して下さい。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

寮費などの費用は現金で支払うとクレジットカード手数料（１２０＄）がかからないため、注意しながらも現金をできるだけ持っ

ていった方がいいです。（トラベラーズチェックが一番安全ですが、日本では既にサービスが終了しています。） 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 全日空 

航空券手配方法 
中国の旅行社 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 フィラデルフィア国際空港 現地到着時刻 17 時 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 30 分 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

      

大学到着日 8月 10日 18時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：８月１７日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（６人で 3つの寝室に各２人ずつ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地の学生） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 テンプル大学のコーディネーターにメールをしました。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

大学の HPなどを見て決めました。基本的に大学の寮の寝室は二人一部屋なので注意を。 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 8月 10 日から 8月 17 日まで 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 



参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 全体集会（授業や現地での生活の注意点やアドバイス）、キャンパスツアー、交流会。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 8月 25日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

テンプル大学に現地に到着したことを書類で申請する必要がありました。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

なかったです。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

開設しませんでした。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

SIM フリーの iPhone を T-Mobileのファミリープラン（友達５人で一グループ）で使っており、大変安く済みました。 

なお、T-Mobile は地下鉄などでは場所によって電波がないため、それが不便だと思う方は割り高ではありますが、AT&T を

お勧めします。（プリペイドなら） 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（6月 15日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（     月     日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

志願書類に履修希望科目を記入した上で自分のコーディネーターに提出し、登録してもらいました。既に履修者数を満たし

ている科目もあり、修正を余儀なくされました。 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

現地での履修変更・追加は可能です。但し、交換留学生はコーディネーターを通じてのみ履修変更が可能です。 

 



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
      起床・朝食       起床・朝食                   

8:00 
起床・朝食 授業 起床・朝食 授業 起床・朝食             

9:00 
授業  授業 授業  授業 授業 起床・朝食 起床・朝食 

10:00 
ライティングセータ

ーでネイティヴスピ

ーカーと会話 

自習 自習 自習 自習 ランニング 自習 

11:00 
自習 自習 昼食 自習 自習 自習 自習 

12:00 
昼食 昼食 PADの活動 昼食 昼食 自習 自習 

13:00 
自習 自習 自習 自習 自習 昼食 昼食 

14:00 
自習 自習 自習 自習 自習 自習 自習 

15:00 
授業 自習 授業 授業 授業 自習 自習 

16:00 
ルームメイトと談話 ライティングセーター

にて宿題のチャック 

ルームメイトと談話 授業 自由時間 自習 自習 

17:00 
スイミング スイミング スイミング 授業 自由時間 自習 スーパーで 

一週間分の 

食材購入 

18:00 
夕食 

ルームメイトと談話 

夕食 

ルームメイトと談話 

夕食 

ルームメイトと談話 

授業 友達と外食 夕食 夕食 

19:00 
自習 自習 自習 授業 自由時間 自由時間 自習 

20:00 
自習 自習 自習 授業 自由時間 自由時間 自習 

21:00 
自習 自習 自習 夕食 自由時間 自由時間 自習 

22:00 
自習 自習 自習 洗濯 自由時間 自由時間 自習 

23:00 
自習 自習 自習 自由時間 自由時間 自由時間 自習 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

 
Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

テンプル大学ビジネス学部法律学科が提供している授業はどれも充実していて、先生方も留学生に対して親切です。授業

は毎回宿題や小テストがあり、最初は少し大変だなと感じるかもしれませんが、毎日しっかりやっていけば先生方はそれをし

っかり評価してくれ、成績に反映されるのでやり甲斐があります。宿舎は現在交換留学生と現地のアメリカ人学生を混ぜた

Global Living Lerning Community というものに参加しており、アメリカ人だけではなく、世界上の留学生とも交流ができていま

す。しかし、アメリカ人と主に交流したいと考えるのならば、必ずしこのプログラムには参加する必要はないと思います（通常の

寮はほぼアメリカ人の学生のみ）。また、オンキャンパスの寮は料金が割高であり、シングルベットルームがほぼなく、規則も

多いので、オフキャンパスに住むのも良いと思います。生活面ではアメリカの大学は本当に学びやすいと感じると共に、日本

では起こり得ないことに不満を感じることがあります。日本では感じることができないストレスというのも留学の一つの醍醐味で

あり、失敗してもくじけず一つ一つの問題に対処し、自分の意見はしっかり言うようにしています。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

テンプル大学の学生にはとても優秀な人もいますし、あまり真面目ではない学生もいます。また、州立大学であり、大部分の

学生がペンシルバニア州の出身です。その一方で、国際化が非常に進んでいる学校であり、明治大学では考えられないほ

ど様々な国の留学生と出会うことができます。テンプル大学の魅力は、本当のアメリカの姿を見られることと多種多様な学生

がいることです。多種多様な人々と交流することは大変ですが、学ぶこと、考えさせられることが非常に多く、一人の人間とし

て間違いなく成長できると思います。辛いこともあると思いますが、あえて厳しい環境に飛び込み、自分を成長させて下さ

い。 



 

 

 

   

   

   


