
協定校留学近況報告書 

記 入 日 2015年 1月 14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）：商学部，（現地言語での名称）：D'Amore-McKim School Business 

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 2014年9月－2015年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部経営学科     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。 

出発前は、前年度にノースイースタン大学へ交換留学をしていた友人を通じて情報を集めていました。出発前や出発後に

手続きをする際に度々戸惑う時がありましたが、その度に連絡を取り助かったことがあったため、事務室の方を通じて、可能

な限り希望先の大学に留学していた方を見つけて連絡を取り合うことを強くお勧めします。また留学前の英語の勉強に関し

ては、机に向かって勉強するのみならず、実際に多くの留学生や外国人の方たちがいる場所へ積極的に向かうようにすると

いいでしょう。根本的に海外においてはコミュニケーションの取り方が日本とは違い、よりオープンな雰囲気で接してきます。

留学当初はそれに戸惑うことも多くあると思いますので、少しでも事前に慣れておくことをお勧めします。 

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：米国大使館 
ビザ取得所要日数：約一ヶ月。大使館での面接後は、ビ

ザが来るまで２週間ほど要しました。 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：約 7-8万円 

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？ 

留学先からの DS-2019が必要となります。内定を頂いた後に、留学先の大学から送られてきます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカのビザは全てオンラインでの手続きを行います。オンラインで申請書類を提出後は、アメリカ大使館での面接日を決

め、面接を受ける形となります。 

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？ 

留学先の大学名、専攻、留学期間を聞かれました。面接当日は他に多くの面接者がいたこともあり、面接時間はかなり短く

数十秒で終わりました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

オンラインでの申請の際にほとんど文章が英語で書かれており、戸惑うかもしれません。しかし、設定をすれば日本語の翻

訳文を表示するようにできます。具体的な方法はほとんどアメリカ大使館のホームページに掲載されていますので、確認し

てみてください。また、ビザ取得は想像以上に手間と時間がかかるため、DS-2019のフォームを取得後は、早急に動くことを

お勧めします。 

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） 

アメリカではカードで支払いができる場所が多く、また友達と食事に出かけた際には利用する機会が多いため、一枚持ってお

くといいでしょう。お勧めとしては、海外の ATM でも日本の口座から引き落としできるデビットカードもしくはキャッシュパスポー

トがいいと思います。  

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
オンライン購入 

※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 ボストン・ローガン国際空港 現地到着時刻 12;00 pm  

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 約４０分ほど 

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 

空港からは最寄り駅までのシャトルバスが出ています。最寄り駅からキャンパスまでは電車で３０分ほどで、乗り換えが必要と

なります。タクシーを利用する場合は、ゲートをでるとすぐにタクシー乗り場があります。また入寮日であれば、空港からキャン

パスまでの無料シャトルバスがあります。 

大学到着日 8月 23日 12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：8月 25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 事前に応募用紙が送られてきて、オンラインで提出となります。 

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？ 

まったく問題ありませんでした。 

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 入寮日の５日後ほど 

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？ 必要手続き・注意事項の確認 

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 3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？ 

個人的な滞在許可等の申請は必要ありませんでした。 

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？ 

特にはありませんでした。 

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？ 

口座は開設していません。しかし、たまにオンラインで何か購入したい時に、現地の銀行カードがなければ購入できない場合

があります。 

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？ 

AT&Tでプリペイド携帯を購入しました。キャンパス内や大学施設では高速のWiFiが利用できるため、スマートフォンのインタ

ーネット契約は結んでいません。 

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 10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？ 

定員オーバーの授業でも事務室の方が交渉してくださり、履修できる場合があります。 

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？ 

履修制限が掛かっていない授業であれば、希望通りの授業が取れました。また現地で変更したい場合でも、柔軟に対応し

てくれます。 

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 
授業 授業 授業 授業 授業 起床 起床  

10:00 
                              外出 外出 

 

11:00 
                                          

12:00 
ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ 

13:00 
授業・自習 授業・自習 授業・自習 授業・自習 授業・自習             

14:00 
                                          

15:00 
                                          

16:00 
                                          

17:00 
                                          

18:00 
ディナー ディナー ディナー ディナー ディナー ディナー ディナー 

19:00 
                                          

20:00 
ジム ジム ジム ジム ジム 外出       

21:00 
                                    自習 

22:00 
自習 自習 自習 自習 自習             

23:00 
                                          

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。 

近年ノースイースタン大学の評価は、アメリカ国内でますます高くなっており、それと同時に質が高い学生も多く集まっていま

す。アメリカ国内のみならず世界各国からも、様々なプログラムを通して優秀な学生が集まっています。そのため多くの価値

観や文化に触れることができ、ノースイースタン大学では自らの世界観を大きく広げることができるでしょう。また多くの学生

が勉強に対しての意欲が強いため、日々強い刺激を受けながら勉学に励むことができると思います。留学当初は、英語で

行われる質の高い講義やほぼ毎日ある課題、周りの高い競争意識に気が滅入ることがありましたが、時間が経つにつれて

慣れていきました。留学生を対応する事務室の方も優しくフレンドリーな方が多く、様々な問題に対して柔軟に対応してくれ

ますので、何か不安点や疑問点が生じた場合は積極的に事務室へ向かうことがいいでしょう。ノースイースタン大学は寄宿

舎や図書館などの各設備も良いので、学生としては申し分ない環境が整っています。ボストンの街自体も、物価が日本と比

べてさらに高いなどの問題点はありますが、海外にしてはかなり治安面も良く、過ごしやすい場所です。よく「学生の街」と言

われるように、多くの大学がボストンにはあります。他大学との学生と交流する機会も多くありますので、積極的に外へ出て交

流の輪を広げてください。 

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。 

皆さん留学先大学に向けて勉学に励まれていると思います。また同時に、期待や夢と共に留学を楽しみにされていらっしゃ

るでしょう。しかし、いざ留学してみると、自分が想像していたものとはかなり違う境遇に立たされて、かなり大変であったり困

ってしまう場合も多くあります。そのため、僕からのアドバイスとしては、実際に留学を行った様々な方々からの体験談を通し

て、留学中の良かった点のみならず、ここが大変であった等のお話もしっかり取り入れ、留学に対する心構えをしっかり作る

ことをお勧めします。留学準備はかなり大変ですが、頑張ってください！留学を通して多くを学べます！何かご相談があれ

ば受け付けますので、事務室の方を通して気軽に連絡ください。 
 


