
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 12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 2015年8月－2016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。 

情報収集は、日本に留学生として来ている SUNY の学生を通じて行った。ここの冬は極寒で、想像以上に寒くなるため、冬

服を多く持ってくる方が良い。他にするべきことは、クレジットカードの上限を確認すること。授業料と寮費をクレジット、または

現金で払うことになるため、学生用クレジットカードでは上限を超えてしまい、支払えない。生活用品に関しては、大抵のもの

は歩いて行ける距離の街、または Amazonで調達できる。 

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：2 ヶ月 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 2万円 

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？ 

大学成績証明書。高校の英文成績証明書。銀行残高証明書。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

インターネットで申請用紙を埋めて面接を申し込み、大使館で面接。その後３週間ほどで、ビザが届く。 

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？ 

どこに滞在するのか、留学先で何を学びたいか、など。あまり深くまでは質問してこない。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

大使館の非移民ビザの申請のシステムエラーにより、面接が一ヶ月ほど延期になった。結局ビザが届くのが、フライトの約 3

週間前になってしまった。 

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） 

この大学は Wi-Fi 設備が充実しているため、キャンパスにいる間は SIM カードがなくても困らない。個人的には、日本で携帯

を解約して、ここでは SIM カードなしで携帯を所持している。 

寮費と食費は学校が始まって 2 週間ほどで事務室に行き、1 セメスター分の支払いをした。ここの生活では、現金はあまり

必要ない。最初のオリエンテーション期間で少し現金を請求されるが、その後は大抵クレジットカードで支払いをしている。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アシアナ航空 

航空券手配方法 
Expedia 

※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 ニューヨーク・JFK空港 現地到着時刻 pm12:00 



 

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 2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 

空港を出ると、目の前に学校のスタッフの出迎えがあり、そこからバスで 2 時間ほどでキャンパスに着いた。特に問題はなか

った。 

大学到着日 8月 18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 インターネットでフォームを埋めて、メールで送信。 

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？ 

住居でトラブルはなかった。 

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 18 日から 5 日間 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：2万円） 

内容と様子は？ キャンパス紹介、ビザの維持の仕方、授業履修の確認、ショッピングなど。 

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 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？ 

していない 

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？ 

していない 

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月中旬日頃） 

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？  

出発前に履修できたが、履修の優先順位としては、留学生は最後だった。 

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？ 

現地でいくつかの授業を取れたが、取れる授業はあまり残っていなかった。 

 

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             

8:00 
      朝食 朝食       朝食             

9:00 
起床 Spanish 

9:30-10:40 

Spanish 

9:30-10:40 

起床 Spanish 

9:30-10:40 

            

10:00 
宿題             宿題                   

11:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 起床 起床 

12:00 
Chinese 

12:30-13:40 

      Chinese 

12:30-13:40 

Chinese 

12:30-13:40 

      ブランチ ブランチ 

13:00 
                                          

14:00 
Geography 

14:00-15:15 

            Geography 

14:00-15:15 

                  

15:00 
Latin America 

15:30-16:40 

            Latin America 

15:30-16:40 

                  

16:00 
                                          

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
ジム ジム ジム ジム ジム ジム ジム 

21:00 
                                          

22:00 
                                          

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。 

留学生活はとても充実している。授業数は少ないが、一つ一つの授業に課題が多い。寮は 8 人部屋のスイートがあって、そ

の中に 2人部屋が 4つある。古い寮から新しい寮まであり、これは選べないが、寮によって清潔さ、明るさ、1から 10まで全

く違う。ここの生活では、日本と比べて自由時間が多い。ジム、サッカー場、プール、と何から何まで揃っているため、運動し

て時間を過ごすことが多く、またスポーツを通じて友達ができることが多い。個人的にはブラジル人の友達が多く、基本的に

彼らと時間を過ごしている。 

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。 

留学する際に、学びたい学問を決めないと意味がないとよく言われた。あるに越したことはないが、実際一年では学問を習

得できない。実際に学ぶことは学問を通してではなく、寮生活、国際交流など日常生活を通しての方が多い。ここに来て、い

ろいろなことに対しての見方が変わった。情報社会において、大抵のことはインターネットを通じて知ることができるが、実際

に必要なのは経験。本当に経験しないとわからないことが多い。見たことのない世界を知りたい、学びたいという好奇心さえ

あれば、間違いなく来るべきである。ここの生活は、間違いなく充実する。 

 


