
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2014年 2月 1日 

留 学 先 大 学 ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 

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 2013年8月－2014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。 

前年に同校に留学していた友人から、大学の雰囲気やクラス履修といった情報集めを行っていた。準備不足だったと感じたことはない

が、英語がある程度できないと友人の広がりが狭まったり授業についていけなかったりするので注意。 

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：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：約 3週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：数万円 

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？ 

留学であることを証明する書類など。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を集めてアメリカ大使館に行き面接を受ける。 

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？ 

渡航の目的と簡単な日常会話 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

大使館が混んでいたため面接を受けるのに一日かかった。 

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） 

学費をドル建てトラベラーズチェックに。学費を支払うときにいちいち母国からトランスファーしてもらわなくて済むので楽。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 大韓航空 

航空券手配方法 
航空券サイト「とらべる子ちゃん」で手配 

※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 JFK空港 現地到着時刻 22時 

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  その他自転車                 

移動の所要時間 2日 

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 

学校指定のバスは 70 ドル前後かかりますので、日本から自転車を持ち込んで 150キロ旅をするのも一つでしょう。 

大学到着日 ８月１６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（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 指定申込用紙を記入し学校へ FAX 

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？ 

問題なし。 



 

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 1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：     ） 

内容と様子は？ 大学施設の説明と授業のレジスターのやり方。 

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２６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？ 

Bank Of America：キャンパスから自転車で 7分のところにある。パスポートを持っていけば作成可能。 

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？ 

Tracfon というプリペイド式を購入。端末は安くて 15 ドル+Airtime月平均 15 ドルくらい。 

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（７月１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２０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？ 

確証はないが留学生だということで FULLのクラスでも入れてくれることがあるという噂がある。教授にメールを直接送っての交渉次第。 

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？ 

変更追加は可能。しかし現地生はオンラインで簡単にできるのに対し留学生は留学オフィスに足を運び担当事務員を介さねばならない。

希望通りの授業は取れた。FULLであっても教授にメールを送り Override させてもらうように交渉すればよい。 



 

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                   

9:00 
授業始 勉強始 勉強始 授業始 起床 起床 起床 

10:00 
                    勉強始 勉強始 洗濯 

11:00 
                                    勉強始 

12:00 
授業終わり 

昼食 

                                    

13:00 
授業始       勉強終 

授業始 

                        

14:00 
            授業終 授業終                   

15:00 
            勉強始 勉強始                   

16:00 
                                          

17:00 
授業終                                     

18:00 
夕食       夕食                         

19:00 
勉強始                                     

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
      勉強終 勉強終 勉強終 勉強終 勉強終 勉強終 

23:00 
勉強終                                     

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。 

キャンパス環境について：ニューパルツはいわゆるアメリカの大学村という田舎。本格的なバー、クラブその他都会的遊びを

するには NYC まで足を運ぶ必要があるが、バス賃宿泊代を考慮すると頻繁に行けるものではない。従って気の合う友達と

寮内でお酒をたしなんだり、おしゃべりして時間を潰すことが多い。もしアウトドアが好きなのであればこの環境は逆に理想的

で、周辺にはミネワスカ州立公園をはじめとする自転車、登山スポットが多数存在する。 

授業について：アカデミック授業は非常に面白い、ただし課題は山のように出る。自分が取った授業は毎週 70 ページのリー

ディング課題が出されていた。もちろん全日図書館に引きこもりである。授業自体はとても質が高い。基本的に教授は事前

に念入りに授業構成を練ってきていて、日本のようにその場で適当に喋るような教授は少ない（いないわけではない）。 

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。 

わざわざアメリカの（語学学校ではなく）4 年生大学に留学するのだから是非とも（楽単ではない）アカデミックの授業を現地

生と同じようにとって奮闘することをお勧めしたい。アメリカの大学の授業は非常に知識欲をそそるクオリティの高いものが多

い。TOEFL80 ない場合前半のセメスターは ESL(English as Second Language)コースを履修しなければならないので注意。

もし勉強が嫌いで外国人と遊びたいだけなのであれば中国語、スペイン語などの語学系、ピアノ、ギターなどの音楽系といっ

た楽な授業もあるので、それらを履修し自由時間を作ることができる。最後に、もし登山自転車その他アウトドア趣味がある

のであれば、ニューパルツはとても魅力的な場所になるだろう。 
 


