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 留 学 報 告 書  
記入日：2017年 9月 10日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 商学部商学科 

留学先国 アメリカ 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： カリフォルニア大学バークレー校 

現地言語： 英語 

留学期間 ２０１７年５月～２０１７年８月 

留学した時の学年 ３年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年      年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 ２０１７年８月２１日 

明治大学卒業予定年 ２０１９年３月 

留 学 先 大学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1学期：８～１２月 2学期：１～５月 3学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 40,173人 

創立年 １８６８年 

 

留学費用項目 現地通貨 (ドル) 円 備考 

授業料 6098 700,000円       

宿舎費 4316 500,000 円       

食費 50 50,000円       

図書費            円       

学用品費 10 1００００円       

教養娯楽費            円       

被服費            円       

医療費       0円       

保険費 33 33490 円 形態：      

渡航旅費 158 158900 円       

雑費            円       

その他            円       

その他            円       

その他            円       

合計 10,665 1,452,390円       
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渡航関連 

渡航経路：成田、台湾、サンフランシスコ 

渡航費用 

      チケットの種類        

      往路       7万 

      復路       ７万 

      合計       １４万 

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。 

HIS 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート、大学の宿舎など） 

寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数１） 
3）住居を探した方法： 

先輩からのアドバイス 

4）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

とても大きな寮で学校からも近いので（特にビジネススクールに）おすすめです。   

現地情報 

1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受けることは

可能でしたか？ 

利用する機会が無かった 

利用した：      

2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。 

      

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

      

4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。 
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI 接続が可能であ

ったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

寮のWifiは部屋にいるときは安定しているが、部屋を出ると不安定になる。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？（例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。銀行口座
は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

主にクレジットカード 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

ダイソーがあるので、特にないです。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。（例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った，渡航前に留学先大学から指示があった，渡航

後のオリエンテーションで支払いに関する案内があった等） 

渡航前に自分で指定したクレジットカードで支払った。 

卒業後の進路について 

1) 進路 

就職   進学    未定  その他：      
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2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など                                                          

      

3)就職を選択した方は、差し支えなければ内定先を教えて下さい。また、その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内

定を得た企業すべての名前、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、差し支えなければ現時点で希望する業界、職種等を教えて下

さい。  

未定です。 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思

い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の

変化等を教えてください。 

留学の期間とサマーインターンの応募時期が被っていたので、サマーインターンがあまり

できない代わりに秋冬からインターンに積極的に参加しようと考えている。      

5)進学を選択した方は、差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は、留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

      

 

学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

10単位 
     単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は、A4用紙で別途作成し、添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Marketing マーケティング 

科目設置学部・研究科 Hass 

履修期間 2017．5．21～2017．6.30 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 150 分が 3 回 

担当教授 Meir Karlinsky 

授業内容 コトラーのマーケティングについて 

試験・課題など 試験は 2回、選択形式 

感想を自由記入 コトラー通になれるような内容。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

ntroduction to Internationl Business 国際ビジネス 

科目設置学部・研究科 Hass 

履修期間 2017．7.3～2017．8．11 

単位数 3 



International Student Center, Meiji University 

 4 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 150分が 3回 

担当教授 Dan Himelstein 

授業内容 国際ビジネスについて様々な機関など幅広く扱う。 

試験・課題など 試験はレポート方式で 2回 

感想を自由記入 パワーポイントがまとめられていてわかりやすかった。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Industrial-Organizational Psychology 産業組織心理学 

科目設置学部・研究科 心理学 

履修期間 2017．7.3～2017.8．11 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 240分が 2回 

担当教授 Chris Wright, Ph.D. 

授業内容 組織における従業員のマネジメントについて 

試験・課題など 試験は 2回、レポート課題が 4回 

感想を自由記入 組織人事に役立つ内容であった。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

American Culture:Humor ユーモア 

科目設置学部・研究科       

履修期間 2017．7. 10～2017.8.4 

単位数 1 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 150分が 2回 

担当教授 Ingrid Farnbach 

授業内容 アメリカのユーモアを通して文化を学ぶ 

試験・課題など 試験はプレゼンテーションが 1回 

感想を自由記入 アメリカが母語ではない人に向けた授業なので、英語はむずかしく

なかった。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備、試験勉強、留学中、留学後、特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強、選考、出願、留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

 

２０１６年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月 募集要項が発表され、申し込み 

２０１７年 

１月～３月 
英語の勉強をしつつ、明治のテスト勉強 

４月～７月 
出発までは明治に通いつつ、必要なものを準備 

TOEIC speaking をうける。 

８月～９月       

１０月～１２月       

２０１８年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       
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留学体験記 

留学しようと決めた理由 

以前から海外の大学の授業はどのようなものなのか、海外での生

活はどのようなものなのか興味があり、自分の大学在籍中に行っ

てみたいと思っていました。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

アニメについて詳しくなかったので、外国人で日本のアニメ好き

な人がいてもあまり話が分からず、話が膨らまなかったので、少

しでも知っていれば紹介できたなと思いました。 

この留学先を選んだ理由 

2 年生で留学をしたかったが、他のことに打ち込んでいたため、

留学は 3 年生でしようと決めていました。交換留学で行きたいと

思っていた大学には成績が足りなかったため、自己負担型で行く

ことに決めました。 

大学・学生の雰囲気 

とても自由な雰囲気でした。校舎が広いため、授業時間は指定の

時間の 10 分後から始まるバークレータイムという暗黙のルール

があり、のびのびとしていました。 

寮の雰囲気 

毎週水曜日にコーヒーアワーという交流できる活動が行われてい

たり、週末のイベントがあったりと、交流できる機会がたくさん

ありました。また時間やルールは厳しく、夜の quiet hour は静か

にしないといけないため、毎日しっかりと休めます。 

交友関係 

最初の 1 週間は学校や寮のレセプションパーティーがあったの

で、友達がたくさん増えました。また授業で同じ人や、寮の同じ

階の人などと知り合い、一緒に勉強をしました。明治からサマー

セッションに参加している学生もたくさんいたので、分からない

ことは助け合いながら、新たなコミュニティが広がりました。 

困ったこと，大変だったこと 

外国人とのコミュニケーション 

 

学習内容・勉強について 

主にビジネスの授業を取っていたのですが、６人ほどでのグルー

プワークが多く、話し合いの際に発言できず、自分の英語力に落

ち込んだこともありました。授業は毎回録音して、復習の際に聞

き取れなかったところを聞き返しました。 

課題・試験について 

試験は覚えることが多く、また英語で直接理解するのが難しかっ

たので、試験勉強にとても時間がかかりました。心理学の授業で

は、記事を読んだうえでのレポート課題が多く、慣れない用語や

レポートの書き方に苦戦しました。教授のところへ質問に行くと

書き方を教えて下さり、それ以降は回数を重ねるごとに慣れてい

きました。 
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大学外の活動について 

寮の交流プログラムに参加しました。 

 

留学を志す人へ 

明確な目的・目標決めてから留学に行ったほうが得られるものが大きいと思います。 
 

 

一週間のスケジュール（例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前中 

授業 授業 授業       外出 外出 外出 

                                          

午後 

授業 授業 授業 授業 外出 外出 勉強 

                                          

夕刻 カフェなど                               勉強 j 

夜 勉強 勉強 勉強                         
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