
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 5日 

留 学 先 大 学 ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校 

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 2022年8月－2023年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

様々なウェブサイトで事前に調査をしました。荷造りの際は留学経験のある知り合いに聞いて参考にしました。準備不足だ

った点は携帯の SIM カードで、出発前に急いで購入したので事前に準備をしておけばよかったなと思いました。また、クレ

ジットカードについても、有効期限を確認したり使用限度額を引き上げたり、別の種類（Mastercard, American Express な

ど）のカードを新しく作ったりした方が良いです。 

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：J1 申請先：米国大使館 

ビザ取得所要日数：2週間ほど 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：５万円ほど 

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？ 

留学先の大学から届く DS2019 という書類がビザの取得に必要です。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンライン申請フォームを提出し、申請費を支払って、面接の予約をして書類を提出するだけなのでそんなに時間はか

からないです。私は過去に ESTA を使ってアメリカに行ったことがあったので面接をする必要がなく、書類を郵送するだけ

でした。書類を郵送してから大使館が承認し、パスポートを返送するまでに時間がかかる場合があるので余裕を持った方

が良いです。詳しい手順などは米国大使館の HPにも記載されているのでそれを見ながらやれば大丈夫だと思います。 

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？ 

上に書いたように過去に ESTA を使って渡米したことがある人は面接をする必要がないです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし 

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） 

上記の通り、現地で使う携帯の SIM カードに関しては早めに調達したほうが便利です。 

また、クレジットカードは種類が違うものを 2 枚以上持っていた方が安心なのでカードの申し込みは早めにした方が良いで

す。 

飛行機も直前で予約すると高いので早めに予約をした方が良いです。   



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ZIPAIR、アメリカン航空 

航空券手配方法 
各社ホームページから。 

※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 
ニューアーク・リバティ国際空

港（EWR） 
現地到着時刻 19:43着 

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  

Uber 

その他                      

移動の所要時間 空港に飛行機がついてから寮までは 1時間ほどかかりました。 

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 

ニューアーク空港からキャンパスまでは車で 30 分ほどなので近いです。電車やバスを使うとマンハッタンを経由しなけれ

ばならず時間がかかるので Uber か Lyft を配車した方が良いと思います。 

大学到着日 8月 19 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、個室あり） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（アメリカ人） 

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 入学手続きについてのメールに寮の手続きについても記載されており、寮の管理者の方のメー

ルアドレスを教えてもらい直接メールでやりとりをしました。最初に Apply fee として＄400を支払

わなければならず、その後申込書や契約書を提出しました。ミールプランは寮に入ると必須で

加入しなければなりませんがミールプランの申し込みは寮の手続きとは別で必要です。 

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？ 

最初に寮から提示された寮費の支払い方法が日本では取り扱いがない、もしくは限定的な方法のみとなっており、支払い

方法について協定校にメールで確認を取らなければなりませんでした。結果、海外送金で銀行の口座に振り込むことにな

りました。また、8 月 22 日より前に入居する場合は Early Move-in fee を支払わなければならず、私は 8 月 19 日に入

居したので２日分の$168.18 を支払いました。 

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 

日程 8月 16~18 日 

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？ ３日間 zoomで行われました。学校の施設についてや、学校のポータルサイトのアカウント設定、

ログイン方法など様々なことについて説明を聞きました。 

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？ 

日本大使館に在留届を出す。 

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？ 

なし 

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 カードを購入しました。アメリカに着いてから US Mobile という MVNOの会社で月に 12GB, $20のプランで契約してい

ます。空港に到着してからすぐにスマホを使うにはアメスマなどの日本人用のサービスを日本で契約してから渡米すると

便利かもしれませんが割高なので、国際ローミングで凌いでその後現地で SIM カードを買うのもありだと思います。私は

Amazonで売っていた 30日 5000円 使い放題の SIMカード（Tabitatsu という会社）を日本で購入し、最初の 30日はそ

の SIM カードを使っていました。調べると様々な SIM カードが出てくるので自分にあった SIM カードを事前に検討した方が

良いと思います。 

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 24 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？  

志願書類に希望する授業を記入しますが、記入した授業全てが取れるわけではないです。また授業の登録が早いもの

順なので、現地生が人気の授業を先にどんどん取ってしまいます。 

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？ 

CUNY first という大学のサイトを通して履修登録の確認・登録・変更ができます。それぞれの授業に freshman only のク

ラスや前提条件（応用レベルの授業をとるには基礎レベルの授業を受講していなければならないなど）がありますが、オフ

ィスに相談すればどうにかなるので大丈夫だと思います。私は履修登録が学期開始日の前日に完了したのでほとんどの

クラスが埋まってしまっていましたが、どうにかなりました。希望するクラスがある場合は早めに CUNY firstで確認した方が

良いです。 
  



 

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 
                                          

8:00 
Sociology       Sociology                         

9:00 
Sociology 起床 朝食                         

10:00 
朝食 朝食                          

11:00 
                                          

12:00 
                                          

13:00 
昼食 昼食 昼食                         

14:00 
                                          

15:00 
課題       課題                         

16:00 
課題       課題                         

17:00 
                                          

18:00 
Anthrooplog
y 

International 
Studies 

American 
Studies 

                        

19:00 
Anthropolog
y 

International 
Studies 

American 
Studies 

                        

20:00 
Anthropolog
y 

International 
Studiies 

American 
Studies 

                        

21:00 
夕食 夕食 夕食                         

22:00 
Game Night                                     

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。 

ニューヨーク市立大学スタテンアイランド校は、ニューヨーク州のスタテンアイランドというマンハッタンの南に位置する島に

あります。マンハッタンへは無料のフェリーもありますし、バスで 1 時間ほどなので毎週末遊びにいけます（千葉や埼玉に

住んでいる人が新宿とか渋谷に行くくらいの距離です）。娯楽がすぐ近くにあるからか、大学内のイベントや寮のイベントは

あまり盛り上がっておらず、大学内で友達が作りづらいと感じました。マンハッタンやブルックリンは近いですが、スタテンア

イランド自体は都会というよりは田舎な雰囲気で、キャンパスはとても広く鹿もいます。寮から近くのスーパーまで徒歩で

15 分以上はかかりますが、車で 10 分ほどの距離にスタテンアイランドモールがあり、そこに行けば基本的になんでもあり

ます。 

TOEFL の requirement も高くないように、１００〜レベル（基礎レベル）の授業を取れば授業についていけないというような

こともないです。課題の量も日本とそんなに変わらないです。 

寮は４人部屋ですがそれぞれ個室があり、キッチンやリビング、バスルームをシェアする形です。綺麗で広いので過ごしや

すいです。私は一人暮らしの経験がないので自炊や洗濯、部屋の片付けなどが大変です。 

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。 

不安なことも多くあり、まだ留学してから 3 ヶ月なので分からないことも多いですが、大抵のことはなんとかなるなと思いま

した。頑張ってください。 

 


