
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 4日 

留 学 先 大 学 ノースイースタン大学 

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：所属はありませんが、全て自分の専攻科目の授業を登録しています。 

留 学 期 間 2011年8月－2012年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 理工学部物理学科     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。 

大学のホームページをよく読みました。単語が難しすぎて半分くらい理解できませんでした。渡航直前は英語の勉強に時間

を優先的に割けば良かったというのが大きな後悔です。ポケットティッシュをたくさん用意して持っていくとよいと思いま

す。ほかのものはいかようにでもなりますが、どういうわけかポケットティッシュはお金を出せばすぐに手が届くというと

ころにはあまりありません。また渡航して直接確かめてようやくわかることも多いです。現地の人や大学の職員もよくわか

っていないことが山ほどあります。アメリカはそんなものです。自分の留学先大学を知っている人、あるいはその土地に住

んだことがある人・住んでいる人を親戚や友達伝いにとにかくたくさん探しました。自分の場合はそのおかげで、事前にボ

ストンがどんな街でどんな食べ物があるか、困ったときはどこに行けばよいかなどなんとなくつてを作ることができました。 

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：Tokyo 

ビザ取得所要日数：3週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：¥20,000前後 

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？ 

大学の成績証明書・高校の成績証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

DS2019 を受け取ったら、面接費と SEVIS費、DS-160用の写真を準備。そろったら面接の申し込みをオンラインでする。詳細

は日米教育委員会が出版している「アメリカ留学公式ガイドブック」を参照。高校・大学の成績証明書、父親の財政援助宣

誓書、奨学金の受給証明書など全て揃えました。 

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？ 

人により日本語で質問される場合と英語で質問される場合とあるようです。自分は留学期間の確認と留学目的、留学期間後

の予定、2 年間母国居住条件について認識しているかの確認、面接に先立って行われる指紋認証で受け取ったパンフレット

を精読したかの確認。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

全て自分で執り行うのは大変ですが、アメリカのビザ申請は代理店を通してはできない仕組みになっているので、経験者を

だれか頼りにして経験を聞いて助けてもらうのがベスト。大使館には何時ころ行けば良いとか、面接の流れ、困ったときの

相談先 etc.わかります。 

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） 

とにかく何でもありの世界なので、わからないことが山積してもいらいらしない精神の育成にいそしむことは忘れないでく

ださい。現金は(今まで経験がありませんが)必要な場合は ATM からキャッシュパスポートを利用して引き出します。携帯電

話は現地でプリペイド式のものを購入しましたが、全て英語(取扱説明書を読むことからトラブル時の対応まで)で大変です

ので、KDDIなど日本語対応しているアメリカの会社を利用するのも賢いと言えます。が、電波の入り具合などもありますの

で、現地で大手(T-mobile, at&t, verizon など)で Pay-as-you-go planの扱いがある機種を探して購入する方が長い目で見

て有用かと思います。ちなみに自分は sprintで購入しました。 



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 
JAL 便で米国に入国、Chicago(O'hare international)で乗り継ぎ American Airline でボ

ストンへ入港 

航空券手配方法 
HISにて窓口購入 

※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 
Boston Edward Logan 

International Airport 

現地到着時刻 15:00 

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 30mins 

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 

タクシーの運転手はスペイン語圏出身のこともよくあり、英語が通じにくいです。大学の通りの名前と番地を正確に伝える。

チップを忘れずに。これが一番最初のチップを払う経験という人も多いのではと推測します。 

大学到着日 8月 29 日 16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（     ） 

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 3月の書類一式の提出時に一緒に申請 

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？ 

場所はすぐに判明。寮の使い方は(建物に入るのに対人で学生証を機械に通して読み取るなど)とても初見では自力で明らか

にできないことが多く、自分の場合はたまたま通りかかった掃除係の用務員さんが全て教えてくれました。わからないまま

だと部屋から閉め出されたり寮食が食べられなかったりとトラブルばかりです。知っているようでシステムを知らない人が

多いので聞いてもわからないことばかりで最初は大変でした。 

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 2011.09.01 

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？ キャンパスツアー、安全上の注意喚起、保険についての扱い、昼食会 etc. 

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 9月 7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？ 

寮の入寮確認手続きと寮規則へのサイン(ともにオンライン)。ともに学内メールにまわってくるのでメールをこまめにチェ

ックしていないと寮を追い出されることになる。また、日本国領事館に在留届を提出。 

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？ 

春学期の履修登録。交換留学生はほかの一般学生が登録し終えてからでないと授業登録ができないという理不尽なシステム

なので、希望の授業が定員越えしているものは個別に先生のところへ相談に行った。 

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？ 

No 

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？ 

Yes. プリペイドの携帯電話は購入がとても簡単。普通の携帯電話を購入するには最短でも 2年契約が必要なので、プリペイ

ドのものを購入して使った方が最終的に安く済む。支払いがオンラインでできるとあるのに実際はできなかったり、Email

ではなく Text Message が基本文化であるなど、トラブルがつきもの。 

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（     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？  

      

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？ 

変更可能。全て希望通り。 

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
4科目 13単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ 4科目／週（12 時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2011年 9月から 2011年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Physics1 65分授業が週に 3回 4 

現地学生の 1 年生配当科目で、理系学生がほとんどが履修している。毎週 1 回授業中に小テスト、毎週オンラインで宿題の

提出がある。古典力学がメイン。課題量が多いが、日本の大学でで物理を 2 年以上勉強した人は充分対応可能。中間テスト

が 2回、期末テストが 1回ある。 

２ Lab for Physics1 3時間の実験が 2週に 1回 1 

Physics1 と同時履修が義務付けられている実験。レポートの分量が多く、英語で書くのはかなり難しい。必ず英語学科の添

削サービスを受けに行っている。テストはない。成績評価は全てレポートに依り、この成績の一部は Physics1にも反映され

るという仕組みになっている。 



 

３ Astronomy 65分授業が週に 3回 4 

1 年生向けに開講されているいわゆる「天文学」であるが、天体物理学も多少含んでいてテストでは計算問題もたくさんで

る。現地の文系学生が理系科目の選択としてこれを受けている。取り扱う内容が幅広く、とても復習しきれない。授業はパ

ワーポイントのスライドを使うが、1 分間に 1 枚ペースで進む。中間テスト 2 回と期末テスト 1 回が基本だが、時々授業中

に簡単な抜き打ちテストがある。 

４ Modern Physics 65分授業が週に 3回 4 

2 年生向けに開講されている授業であるにも関わらず、内容はとてつもなく難しい。明治大学物理学科で 3 年生がとりくむ

「量子力学 1」、「量子力学 2」、「統計力学 1」、「相対性理論」のほぼすべての内容を扱う。毎週宿題が出てるがとても

難しく、大学院生がボランティアで開講している Modern Physics 用の補講に学生が殺到する。 

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 起床 起床 起床  起床 

8:00 
朝食・授業準

備 

朝食 朝食・授業準備 朝食・授業準備 朝食 起床 朝食 

9:00 
授業 勉強・その他 授業 授業 復習・宿題 朝食 復習・宿題 

10:00 
授業 勉強・その他 授業 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 

11:00 
授業 勉強・その他 授業 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 復習・宿題 昼食 

13:00 
授業 勉強・その他 授業 授業 復習・宿題 昼食 復習・宿題・

遊び      

14:00 
授業 勉強・その他 授業 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題・

遊び 

15:00 
授業 勉強・その他 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題・

遊び 

16:00 
復習・宿題 勉強・その他 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題・

遊び 

17:00 
復習・宿題 勉強・その他 授業 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題・

遊び 

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

19:00 
復習・宿題・

遊び 

勉強・その他 復習・宿題・

遊び 

復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題・

遊び 

復習・宿題・

遊び 

20:00 
復習・宿題・

遊び 

勉強・その他 復習・宿題・

遊び 

復習・宿題 ボストン交響楽団 復習・宿題・

遊び 

復習・宿題・

遊び 

21:00 
復習・宿題・

遊び 

勉強・その他 復習・宿題・

遊び 

復習・宿題 ボストン交響楽団 復習・宿題・

遊び 

ジムで運動 

22:00 
ジムで運動 ジムで運動 ジムで運動 ジムで運動 ボストン交響楽団 復習・宿題・

遊び 

シャワー 

23:00 
シャワー シャワー シャワー シャワー シャワー シャワー 復習・宿題・

遊び 

24:00 
復習・宿題 勉強・その他 復習・宿題 復習・宿題 復習・宿題 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。 

ボストンは大変素晴らしい都市です。古きものと新しきものの共生。適度な人口と適度な大きさの繁華街。都会は大好きだ

けど山手線まわりの人混みは嫌い、胸いっぱいにおいしい空気を吸い込みたいけれど退屈な田舎の生活も嫌だ、そういった

欲張りな方に最適なのがこの学園都市ボストンです。探せばいろいろとみるべきものがあり、相当なことがなければ飽きま

せん。アメリカ国内各地への旅行にも便利なローガン国際空港がキャンパスからわずか 30分ほどですので、時間とお金が許

せばあちこち旅行へでかけることも可能です。 

交換留学生の面倒見という観点では残念ではありますが、勉強と遊びへの両立された姿勢を多くの学生に見て取ることがで

きる良質の環境です。外国人留学生が主に入居する International Village は 2 年前にできたばかりの 22 階建と 19 階建の

2 棟からなる寮で綺麗です。いろいろと管理されすぎていて逆に迷惑なことも多いですが、おおむね安心して住めます。都

市にある私立大ですので、寮費と食費だけでとんでもない額の請求をされます。現地学生はさらに法外な授業料を請求され

ているわけですから、費用の面からみると交換留学生はかなり恵まれていると言えます。寒い日は本当に寒いです。海辺で

すがやはり冬場はかなり乾燥します。 
 


