
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 11月 9日 

留 学 先 大 学 ジョージア州立大学 

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）：     ，（現地言語での名称）：      

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 2016年8月－2017年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

情報を集める上で大切なことは、前年に留学している人や、ジョージアから明治に来ている交換留学生とコンタクトをとること

だと思います。ミールプランやオリエンテーション、寮の良し悪し等、大学によって異なるところはたくさんあるので、現地を知

っている人の話を聞くのが一番です。また、ジョージア州立大学は、交換留学生に対して大変面倒見がよく、メールで連絡

すると比較的早く返信が返ってくるので、不安なこと等は積極的に大学に連絡して確かめるといいと思います。 

やらずに後悔したこととして、履修の事前登録の段階で、シラバスをもっとよく読んでおくべきだったと思います。 

同じレベルや、同じ授業名でも、教授によって勉強する量も内容も違うので、どの教授の授業がいいかというところまで考え

ておくことをお勧めします。着いてから一週間、自由に履修を変更できる期間があるのですが、その際に効率よく授業を見て

回れると思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J-1 申請先：米国大使館 

ビザ取得所要日数：一週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：37,800 円（ビザ申請料＋SEVIS 申請料）      

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？ 

留学先大学から届くDS2019、ビザ申請証明、SEVIS支払い証明、パスポート等。銀行の残高証明もあるに越したことはない。大使館サイ

トに手配の仕方を詳しく説明してくれる動画等あるので、それらを参考にすれば問題ない。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館ホームページに分かりやすく載っている。 

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？ 

どこの大学に行くの？何を勉強するの？等の簡単な質問が多かったが、「誰が留学費を払うの？」という質問に対し、「奨学

金がある」等の返事をすると、口座の残高証明の提出を求められることがある。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

     特にないが、早めに取り組むに越したことはない。 

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） 

 予防接種は早くから準備すべき。ジョージアは証明書の提出が早く、時間を置く予防接種もあるので注意が必要。また、

地元の病院で書いてもらえるなら、そのほうがいい。国立国際医療研究センターで証明書の記入を頼んだが、余計な費用

がかかった。 

 留学先で携帯電話をどうするかについては、事前に良く調べておくべき。 

 荷物は少なくても問題ない。日本から荷物を送ってもらう場合でも、一週間くらいで届く。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ  

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 
H.I.S を通じて、Fixed Open という、復路変更可能な往復チケットを購入した 

※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 
Hartsfield-Jackson Atlanta 

International Airport 

現地到着時刻 3: 20pm頃 

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 

Groom Transportation  

というバスを予約していた             

移動の所要時間 ２時間 

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 

Groom Transportationは高い。$40程度。メガバス等利用可能であればそのほうが安く済む。 

到着から二時間後くらいに出発するものを予約するといい。一時間後では間に合わない。 

大学到着日 8月 1日 19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７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（リビングを４人でシェアし、寝室は個室） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地学生と留学生のミックス） 

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 

ジョージアの国際教育事務室が、申し込み時期になると連絡をくれるので、それに従って、寮専用の

ウェブサイトから申し込む。 

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？ 

     申し込むウェブサイトが時々おかしくなって、スムーズに申し込みを進められないこともあった。 

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 

International Student Life と、Office of International Educationの二種類のオリエンテーショ

ンに参加した 

日程 ISLオリエンテーションは 8/1-8/5 

OIEオリエンテーションは 8/8,9 

参 加 必 須 で す

か？ 

必須   任意参加 

ISLは任意 OIEは必須 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

ISL：宿泊費込で$395, OIE:$25 

内容と様子は？ ISL: 交流メインで、銀行口座開設や授業履修等、詳しい話も聞ける 

OIE: 事務的な部分が多い、ISLオリエンテーションがほぼカバーしてくれる 

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 11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？ 

ない。  

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？ 

ない。 

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？ 

現地のバンクオブアメリカで開設した。ISL オリエンテーションで話を聞いて、ダウンタウンにある支店で手続きをする。 開設

直後は仮のデビットカードを受け取るが、ちゃんとしたものは二週間ほど後に届く。 

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？ 

購入していない。ドコモで自分の iPhone のシムロック解除手続きをしてもってきた。この手続きに時間がかかったが、現地で

T-mobile の格安シムを入れて、一台で使うことができているので便利。月$30 でウェブ、テキスト無制限、電話１００分まで

のプランを使っている。       

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（     月     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（８月 10~17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？ 

     オフィスに連絡すれば、履修条件を免除してもらえる。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

 

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？ 

     事前に登録するが、現地で自由に変更可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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            起床                   

8:00 
      Intro 

Comparative 

Politics 

      

       Intro 

Comparative 

Politics     

      

      起床       

9:00 
起床 起床 起床  

クラブ活動、 

フットボール観

戦等で外出す

ることが多い 

 

      

10:00 
朝食 朝食 朝食 ｓ朝食   朝食    起床 

11:00 
Intro Global Issues    予習    Intro Global 

Issues     

      Intro Global 

Issues     

家事（掃除、洗

濯等） 

12:00 
予習 Academic 

Writing 

予習 Academic 

Writing 

      

International 

Coffe Hour 

13:00 
Intro Women 

Studies 

Intro Women 

Studies      

 Intro Women 

Studies     

14:00 
  昼食      昼食      昼食      昼食      昼食         昼食 

15:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 

16:00 

17:00 
English 

Conversation 

Group 18:00 
Japanese 

Conversation 

Club   

夕食、外出 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
自由時間 

 

自由時間 

 

自由時間 

 

自由時間 

 

自由時間 

21:00 

22:00 

23:00 

24:00    
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。 

ジョージア大学のキャンパスはとにかく広くて、赤煉瓦の建物がとてもきれいです。明治にいるのとはまた違った素敵なキャン

パスライフを送れること間違いなし！私は他の大多数の留学生と同じように、East Campus Village というキャンパス内の寮

に住んでいます。他の寮に比べ寮費が高いですが、その分、個人の寝室もあるし、立地もいいし、清潔度も住んでいる学生

の雰囲気もいいのでおすすめです。（ジムも食堂も徒歩五分！！） 

 授業は本当に色々なものがあって、友達はゴルフや声楽の授業なんかを受けていたりもします。特に強いのはビジネスや

政治分野だと思います。政治分野の授業をメインに履修していますが、授業は多様で充実しています。友人は PR 分野もお

すすめしていました。 

とにかく留学生に対して面倒見がいいです。サザンホスピタリティです！最初のオリエンテーションで世界各地から来た様々

な留学生と友達になれ、その後も交流イベントはたくさんあります。聞きたいことは何でも OIEに相談でき、安心して留学生活

を楽しめる大学だと思います。 

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。 

 英語はたくさん勉強して準備していくに越したことありません！文法や単語はなるべく頭に叩き込んでから来るべきだったと

後悔しています。アメリカで習得すべきものは、自然に話せるようになるための「ネイティブの考え方」だと思って準備を進め

ると、留学中の英語の上達につながると思います。 

 何か一つでも自分の好きなもの（趣味等）を決めて持っていくといいと思います！音楽でも映画でも、食べることでも、それ

を通じて経験が広がるし友達もできます。どんなクラブやアソシエーションに入りたいかも調べておくといいと思います。 

あと、フットボールが UGAの象徴といっても過言ではないので、ルールなど事前に知っておくといいと思います！ 

長くなるのであまり具体的なことは書けませんでしたが、準備で気になることがあれば、遠慮なく連絡してください。 

 


