
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2012年 11月 8日 

留 学 先 大 学 オレゴン大学 

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）：国際教養学，（現地言語での名称）：International Studies 

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 2012年9月－2013年6月 

明治大学での所属 商学部商学科     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。 

同じ留学先の大学に行ってきた先輩や他の大学に留学した先輩にお話を聞いたり、留学仲介会社が主催する留学説明会に何回も行き

ました。準備不足だと思ったことは学習面です。生活面ばかり気にしていたため勉強についての情報収集や準備に時間をかけられなかっ

たです。 

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：J-１ 申請先：アメリカ 

ビザ取得所要日数：１０日前後 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約１万円 

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？ 

過去３年間の成績証明書、DS2019、SEVIS費支払証明書、パスポート、ビザ用写真、銀行残高証明書、留学先大学の入学許可書、自

分で手続きをしました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

成績証明書、銀行残高証明書、ビザ用写真、パスポートは帰国するまでに半年以上有効期限が残っているかを確認、留学先大学から

もらえる DS２０１９と入学許可書を準備することから始めました。SEVIS費を支払うと、SEVIS証明書が郵便で送られてきます。全部揃った

ところで大使館の面接予約のためにネットでいろいろの質問に答えバーコードが付いた紙を入手してから、面接予約の日程をネットで予約

しました。大使館での面接は日本語でしたし、とても短くすんなりと終わりました。それから１０日前後でビザが自宅に届きます。 

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？ 

なぜ留学をするのか、留学滞在日数、留学先の専攻 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

私は SEVIS 費用を ATM で払ったのですが、その明細書を無くしたことが（見つかりましたが）あったことと、いろんな書類を入手する時にパ

スワードを作ったり、提示された番号を補完する必要があったので、逐一メモを取らないとどれがどの番号だったか忘れやすかったです。 

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） 

DOCOMO にアメリカ限定ですが、出国前に携帯電話を入手することができるプランがありました。契約したものの、T-mobile 回線であった

ため電波がかなり悪かったことや無料電話分数がとても短かいのでおすすめしません。現地調達が一番安く手に入れられます。 



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ユナイテッド航空 

航空券手配方法 
H.I.,S 

※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 ユージーン空港 現地到着時刻 17：00 

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  その他大学が紹介してく

れたホストファミリーが迎え

に来てくれました。                 

移動の所要時間 １３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 

オレゴン大学の学生はユージーンから出ているバスであれば学生証を提示すると無料で乗れるので便利です。 

大学到着日 ９月 10日 14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 大学から届いた寮の申請フォームを記入し、提出すると大学が私の住む部屋を決めてくれました。自分が寮に

求めていることを記入する欄もあるので、なるべく細かく要求すれば大学の方もそれにこたえようとしてくれます。 

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？ 

トラブルもなく、すぐに見つかりました。 

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 ９月 12 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？ 学校生活と勉強をアドバイスや生活面での注意などさまざまな説明会を開催してくれたので安心して新しい学

校生活を始まることができました。 

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 ９月２４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？ 

なかった 

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？ 

はしかなどの予防接種の英文証明書を日本の病院で出してもらうことが必要でした。13000 円くらいで、私の場合予防接種の証明書が

いくつか見つからなかったので採血をして体に抗体があるかを確認してから証明書を発行するという過程があったため採血の結果待ちに



１週間かかりました。出国前にメールで英文証明書を提出するよう指定されていましたが、授業が始まる前であれば現地で証明書を提出

してもよいみたいです。 

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？ 

開設しました。必要なのはパスポートと現地での住所と電話番号です。Checking accountと Saving accountの両方を作り、その場で仮の

デビットカードをもらえます。２週間後には郵便で正式なデビットカードが送られてきます。トラブルなくスムーズに手続きが行えました。 

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？ 

日本で DOCOMO USA を契約して来たのですが、一か月の電話料金が割高だったため、１１月に cricket というプリペイド携帯会社で新し

く携帯を契約しました。携帯の本体料金もオンライン注文したためか３０ドルで１か月電話とテキスト仕放題で３５ドルです。 

 

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（９月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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

留学生の履修登録がレギュラー生の後だったため、人気な授業は定員漏れで入れませんでした。しかし、教授にメールで相談すれば定

員漏れでも履修できるケースがよくあります。 

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？ 

      

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１４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（２０～２５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：2012年９月から 2012年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Chinese301/Prof.Wu ５０分授業が週５回 ５単位 

中国語の３年生レベルのクラスで学生は２０名前後のクラスです。Midterm がなく、日ごろの授業態度、出席、課題への取り組みで評価さ

れています。授業内でスピーキングもリーディングもリスニングも全てを要求される上に、毎日宿題と小テストがあるので語学力が必ず身に

つきます。Finalは Oral interviewです。（これからなので詳細は分かりません） 

２ Journalism Media and society201/Prof.Erickson ５０分授業が週３回 ４単位 

大教室の授業で各メディア媒体の歴史や現代への影響についての授業です。頻繁に隣同士でディスカッションをしたり、動画を見たりしま

す。Midterm は２回あり、選択問題とショートエッセイで構成されています。ひっかけ問題や授業に出て注意を払って授業を聞いてる人だ

けが分かる問題などが出題されます。Final も同じ形式ですが、テスト時間が２時間です。 

 

 



３ International Studies Introduction to International issues101 

/Prof.Martin 

80分の授業が週２回 ４単位 

世界全体につながる諸問題、薬物、感染病、食糧問題などについて勉強します。授業では 30 分以上ある動画を見ることが多く、様々な

国の人が話す英語に耳を慣らしておかないと理解できないことがよくあります。レポートも多く、一つ一つへの要求されることが多く大変で

す。Midterm も選択問題とショートエッセイがあり、エッセイでは書く内容が大まかではなく、詳細に正確な数値を出したり、授業で触れたこ

とを混ぜ込むなど要求が 100番台のクラスとは思えないほど高いです。Finaltermの詳細は分かりません。 

４ Japanese Global scholar program１９９/Prof. Patrick ５０分の授業が週１回 １単位 

新しい寮に住む条件として日本語をが勉強する学生のサポーターとしてこのプログラムに入ることになりました、私の住んでいる寮は住む

フロアによって話す言語が違います、授業では日本語でたくさん話す機会を設けたり、日本の文化を体験したりとリラックスできる授業で

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 
起床 起床 起床 起床 起床             

9:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強             

10:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 起床 起床 

11:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 ブランチ ブランチ 

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 友達と遊ぶ 勉強 

13:00 
授業 授業 授業 授業 授業 友達と遊ぶ 勉強 

14:00 
勉強 授業 勉強 授業 勉強 友達と遊ぶ 自由時間 

15:00 
勉強 授業 勉強 授業 勉強 友達と遊ぶ 自由時間 

16:00 
授業 英会話 授業 自由時間 授業 友達と遊ぶ 勉強 

17:00 
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 交流会 友達と遊ぶ 勉強 

18:00 
運動 夕食 授業 自由時間 友達と遊ぶ 友達と遊ぶ 勉強 

19:00 
運動 自由時間 自由時間 自由時間 友達と遊ぶ 運動 自由時間 

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 友達と遊ぶ 運動 勉強 

21:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 自由時間 外食 勉強 

22:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 自由時間 自由時間 勉強 

23:00 
勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 勉強 就寝 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 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。 

住む寮が静かであることが大事だという人がいますが、大学では自習する場所がいくらでもあるので、寝るときに静かであれ

ばどのような環境でもいいと思いました。授業は友達を作ることが大切です。テスト勉強のときに助け合うことができます。 

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。 

様々な国の人が話す英語に慣れる練習をした方がいいと思います。また、リーディングも早く読めるようになると授業の予習

に時間がかからなくなります。自分の専攻したい分野の専門用語を覚えていくと授業が理解しやすいです。 

 


