
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 10月 24日 

留 学 先 大 学 ジョージア大学 

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2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。 

留学報告書を読んだり、行きたい大学のホームページへいったりして、どの大学が一番自分にあっているか情報を集めまし

た。大学や授業のことだけでなく、キャンパス周辺の様子（ダウンタウンにどのようなお店があるか、キャンパスからどのくらい

の距離なのかなど）や州の雰囲気も調べました。その他持ち物としては、洗顔料や化粧水など化粧品のストック、コンタクトレ

ンズのストックは必須です。お箸もあまり見かけないので持参したほうがいいでしょう。 

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：在日米国大使館 
ビザ取得所要日数：2週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：16000 円ほど 

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？ 

パスポートのコピー、留学先大学から送られてくる書類、DS-2019 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館のホームページで、必要なフォームを埋めて、オンラインで面接予約をします。 

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？ 

滞在期間、なにを勉強しに行くのか、どこに滞在するのか 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特にありませんが、申し込みは早ければ早いほどいいです。ビザ申請のフォームを記入するのにものすごく時間がかかりま

す。フォームを埋める中でわからない質問も出てくると思いますが、そのときは YouTube に上がっているビザフォーム記入の

動画をみるとたいてい解決します。 

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） 

携帯電話についてですが、一番いいのは日本で使っているスマホにアメリカの SIM カードをいれてそのまま使う方法です。ア

メリカの SIM カードを入れるには、スマホの SIM ロックを解除しなければならないのですが、ドコモの場合、スマホを購入してか

ら 6 か月以上経過しないと SIM ロック解除ができなくなっているので、買い替えを考えている方は注意しましょう。わたしのス

マホは 6 か月経過していなかったので、現地でプリペイド式の安いスマホを購入しました。30 ドルほどで買えて、以降は毎月

30～45 ドルほどかかります。電話や UBER というタクシーサービスを使うのに必要なので購入しましたが、Wi-Fi 下であれば

問題なく日本のスマホも使えます。 

口座は、オリエンテーション期間中に Bank of Americaの口座を開く機会があったので、その時に開きました。任意参加の留

学生オリエンテーション期間中に、口座開設含め、いろいろなサポートが受けられましたし、友達もできたので、参加すること

を強くおすすめします。 

また、アメリカは荷物運送が適当であるという噂を聞くかもしれませんが、ちゃんと届きます。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 HIS 

大学最寄空港名 
Hartsfield-JacksonAtlanta 

International Airport 

現地到着時刻 16:00 

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 フライトは 13 時間ほど、バスでの移動は 1時間半ほど 

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 

まず、international terminal から domestic terminal へバスで移動しなければなりません。大学からどのバスに乗ればいいの

かメールが来ますが、わからないときは近くの人に聞けば教えてくれます。 

大学到着日 7月 31日 21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：     月     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（４人部屋） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

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 留学先大学から、メールが送られてきます。その時に、指示に従って、オンラインで申し込みをし

ます。 

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？ 

特にありません。 

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月の最初の一週間 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：300 ドルほど） 

内容と様子は？ レクリエーションや説明、口座開設のサポート、ウォルマート、プールパーティー、ダウンタウン散策

など 

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？ 

なし 

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？ 

なし 

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？ 

銀行のフォームを埋めます。寮の住所や、パスポートナンバーを記入して、無料で簡単に開設できます。 

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？ 

安いスマートフォンを買いました。どこの会社とも契約していないタイプのものを購入したので、手続きは必要ありません。 



 

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 2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？  

      

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、最初の２日間ほど、授業のお試し期間があるので、実際に話を聞いた後で本当に履修するのか決められます。追

加することも変更することもできます。 

 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
      授業       授業              

10:00 
                              出かける       

11:00 
      昼食       昼食             勉強      

12:00 
授業       授業       授業             

13:00 
昼食       昼食       昼食             

14:00 
                                          

15:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

16:00 
                                          

17:00 
      夕食                               

18:00 
夕食 クラブ活動 夕食 夕食 夕食             

19:00 
            クラブ活動                         

20:00 
                        ダウンタウンへ

出かける 

            

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。 

ジョージア大学は、南部の明るさ、温かさをもったとてもいい大学で、本当に気に入っています。フットボールが盛んで、シー

ズン中は試合を見に行って、応援歌をみんなで歌って、とても盛り上がります。パーティー好きな大学として知られていて、

みんなアクティブで明るいです。授業はmarketingや advertisingを中心に履修しているのですが、とても面白いです。ディス

カッションやグループプロジェクトがよくあります。いまは、グループで実際に広告をつくって youtubeにアップするというプロジェ

クトを進めています。日本の大学では体験したことのない授業スタイル、日本では出会ったことのないようなフレンドリーでコメ

ディアンのような教授に出会えます。 

寮は 4 人部屋ですが、個人の部屋もあるのでちょうどいい距離感です。とてもきれいな寮で、日本にいた時よりもいい生活を

している気がします。ダウンタウンがキャンパスのすぐ近くにあり、よく友達とごはんを食べに行ったり、買い物をしたりします。

典型的なアメリカンフードから、お寿司が食べられるレストラン、また南アメリカに近いので、メキシカン料理も身近です。メキ

シカンアメリカンが多いので、よくスペイン語を教えてもらっています。スペイン語も習得したいと思っている私にはぴったりな

環境です。クラブは、“CHAARG”という女の子の女の子による女の子のためのフィットネスクラブに入っています。ヨガやキッ

クボクシング、ワークアウト、ランニングをしたり、ヘルシー料理をみんなで食べたりします。活発でサバサバした女の子が集ま

り、友達もできるのでおすすめです。また、南部訛りを気にする方もいるかと思いますが、基本的に訛りは感じません。時々年

配の方と話しているときに訛っているなあと感じるくらいです。治安も少なくともキャンパス周辺は危なくはありません。ただ日

本に比べれば安全ではないので、夜は一人で出歩かないほうがいいでしょう。明るく陽気な、あっけらかんとした南部アメリカ

で暮らしたい人には、ジョージア大学を強くお勧めします。 

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。 

ジョージア大学はたくさんの専攻があります。特定の学部に所属する必要がないので、自分の興味が向くままに、様々な授

業を履修することができます。キャンパスもきれいで、広大で、ジムも無料で使えますし、食堂も大きくてビュッフェスタイルで

す。ちなみにジョージア大学のミールプラン（食堂）は、全米の大学でトップレベルといわれています。ジョージア大学に来て

後悔はしないと思います。再三言われるとは思いますが、英語はあくまでツールなので、具体的に何を勉強したいのか、どの

ような授業をとりたいのかを考えることが必要です。また、入りたいクラブやキャンパス、ダウンタウンなど、なんでもいいので、

授業以外のことで、自分のモチベーションになるものを見つけると、留学に向けての準備も、頑張れます。細かい手続きや

志望理由書、面接と道のりは長いですが、それだけの価値があります。頑張ってください！ 

 

 


