
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 5日 

留 学 先 大 学 ジョージア大学 

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：      

留 学 期 間 2022年8月－2023年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

出願時は過去の留学報告書や各大学のホームページなどで細かく情報収集をし、希望する大学を決めまし

た。また雰囲気を知るために大学のインスタグラム等 SNS を見てみることもおすすめします。留学先が決ま

ってからは、同じ大学に留学した先輩に連絡をして直接お会いし、事前にまとめた質問リストをもとに話を

聞きました。より現実的に現地での生活をイメージすることができ、不安もかなり解消されました。 

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：J-1 申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：2 週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 

申請してから約 1 週間後に面接、その約 1 週間後

に郵送された。 

ビザ取得費用：計 53,000 円ほど（ビザ申請費用 2 万

円、SEVIS 費用 3 万円、ビザ郵送費 3000 円 ※直接受

け取りに行く場合はかからない） 

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？ 

DS-160(オンラインで提出するフォーム)、DS-2019(留学先大学が発行し郵送される原本)、パスポート、過

去 10 年間に発行された古いパスポート(確認されなかったが念の為)、証明写真(5cm×5cm のビザ用)、面接

予約確認票(DS-160 提出後に面接予約ができる)、その他補足書類(残高証明書など。これも確認されなかっ

たが念の為) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

留学先大学の案内に沿って、まずは DS-2019 を申請するためフォームや書類（残高証明書など）を大学に

提出する。DS-2019 が留学先大学から郵送されたらビザ申請のホームページから DS-160 というオンライン

フォームを提出する。ビザ申請費用と SEVIS 費用を支払い、面接予約をする。その後郵送または直接受け取

り（事前に選択できる。郵送の場合は郵送費がかかる）でビザ取得が完了。 

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？ 

留学先で何を勉強するか、どれくらい滞在するか、現在大学生かどうかなど簡単な質問。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特にありませんが、ビザ取得は全体を通して多少時間がかかります。そのため DS-2019 が届き次第なるべ

く早く DS-160 フォームを提出し面接予約することをおすすめします。またビザを取得するだけでもかなり

お金がかかるということも把握しておくと良いでしょう。面接はかなりフォーマルなものを想像していまし

たが、実際は市役所の窓口のような場所でいくつか質問されるだけでした。書類など必要な準備さえしてい

けばあまり心配し過ぎなくて大丈夫です。当日の流れなどを説明した動画が公式ホームページにあるので、

面接前に見ておくとイメージがしやすいと思います。 

  



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） 

現金は日本で両替して持っていき、半分ずつくらいで口座に入れるお金と手持ちのお金に分けました。荷物

は大きなスーツケースを一つだけ持っていき、入らなかった分は日本から送ってもらいました。個人的に事

前準備で一番大変だったのは留学のためのワクチン接種です。留学先大学が必須としているワクチン

（Tdap、麻疹、水疱瘡など）がいくつかあり、病院に行き指定のフォーマットで接種記録証明書を記入して

もらう必要があるのですが、かかりつけ医で書いてもらうことができず病院を探すのに少し時間がかかりま

した。余裕を持って早めに確認をした方が良いと思います。かかりつけ医で難しい場合、トラベルクリニッ

クのある病院に早めに連絡をして予約を取ることをおすすめします。また、ワクチン接種(Tdap)や抗体検

査、証明書を書いてもらうのに計 3 万円ほどかかりました。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 

デルタのホームページから購入。また”google flight”でフライトの一覧や航空券の

価格の変動までチェックできるためおすすめ。 

※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 

ハーツフィールド・ジャク

ソン・アトランタ国際空港

(ATL) 

現地到着時刻 16:00 

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 

Groome Airport 

Shuttle               

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 

空港から Groom Shuttle が出ているので、事前にオンラインで予約をしました。料金は 50 ドルほどです。

Groom Shuttle は国内線ターミナルから出発するため、国際線ターミナルから空港内バス（これは無料）で移

動する必要があります。国際線ターミナルの外に出るといくつかバスが止まっているため domestic terminal

行きのサインをもとに乗ります。国内線ターミナルに到着したら Groom Shuttle がいくつか止まっています

が、”Athens”行きと書いてあるため間違うことはないと思います。 

大学到着日 8 月 6 日 20 時半頃 

  



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 7 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（1 人部屋があるがキッチンやリビングを

4 人で共有するシェアハウスのようなスタイル。バスルームは 2 人で一つ共有す

る。） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（通常は現地生 2 人+留学生 2 人と聞

いていたが、私の部屋は自分以外みんな現地のアメリカ人だった。） 

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 大学からの案内に沿ってフォームに入力するだけでかなり簡単に手続きできた。 

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？ 

渡航前に寮の部屋やルームメイトが知らされる。特にトラブルはなく、他の大学に比べても手続きが簡単だ

と感じた。 

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 8/6-8/10 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：450 ドル） 

内容と様子は？ 口座の開設、SIM カードの購入、日用品等の買い出しツアー、様々なセッション（健

康面や安全面など）、グループ別アクティビティ、キャンパスツアーなど 

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 17 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？ 

現地到着後にオンラインで immigration check-in をする必要がありました。いくつか質問に答えサインをした

DS-2019 をアップロードします。リンク等の詳細は大学がメールを送ってくれるので安心してください。 

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？ 

特にありません。日本で接種が完了していないワクチンがある場合は到着後に大学で接種することもできま

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？ 

オリエンテーション中に Bank of America の人が来てくれてそこで開設申請をしました。その後一度 Bank of 

America の支店に行き必要な手続きを済ませます。その際にパスポートが必要でした。その後 2 週間ほどで

寮にデビットカードの入った書類が送られてくるので、カードを使えるように設定しました。 

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？ 

してません。Mint mobile という SIM カードを使いました。e-SIM という物理的なカードを差し込む必要のな

いタイプにしたのでオンラインで申し込んですぐに使えました。 

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（4 月 25 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？  

優先はありませんでしたが、交換留学生は比較的柔軟に対応してくれる印象でした。Prerequisite という履修

条件が設けられている科目を取りたい場合、履修開始前に留学担当のオフィスに提出する course request と

いうフォームがあり、履修できるかを各学部に聞いてくれました。Terry など人気な学部は留学生に制限さ

れている授業もありましたが、比較的自由に好きな授業を取れたなという印象です。 

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？ 

授業開始後 1 週間は Add/Drop 期間となっていて自由に変更ができます。しかし人気の授業はすでに人数が

いっぱいの場合も多いので、絶対に取りたい授業は 4 月の履修登録開始の時点で登録しておくことをおすす

めします。現地で少し変更もしましたが、基本的に事前に希望していた通りの授業を取れました。 

  



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                                           

8:00       起床       起床                   

9:00       授業       授業       勉強/友達
と出かける 

勉強/友達
と出かける 

10:00 起床       起床       起床             

11:00 ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん             

12:00       授業       授業                   

13:00 授業       授業       授業             

14:00 勉強/掃除
や洗濯 

授業       授業                   

15:00       勉強 勉強 勉強 ごはん             

16:00             友達と会う       友達と勉強
/遊ぶ 

            

17:00                                           

18:00 夜ごはん クラブ MT 夜ごはん 友達とクラ
イミング 

                  

19:00       夜ごはん                               

20:00         夜ごはん 夜ごはん             

21:00 勉強/ジム 勉強/ジム 勉強/ジム       パーティー             

22:00              勉強                   

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。 

ジョージア大学は都心から離れた自然豊かな場所にある大きな大学です。大学内にスポーツもできるジム、

病院、映画館、カフェ、美術館など驚くほど何でも揃っているので困ることがなく、退屈しません。車がな

いと不便という声も多くありますが、大学外を走っている路線バスや Uber タクシーを使えるので行こうと思

えばどこでも行けます。また例年、交換留学生に割り当てられる ECV(East Campus Village)という寮は 1 人部

屋なので自分のスペースを確保できて気に入っています。必要なものは Amazon で注文ができてすぐ届くの

で、買いに行けなくても困ることはありません。 

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。 

TOEFL や IELTS の受験や留学計画書の作成など留学に向けやるべきことが多く大変だとは思いますが、確認

をしながら目の前にあることを一つ一つ丁寧にこなしていけば、いつの間にか留学が実現しています。どう

して留学に行くのか、自分だからこそ達成できる目標や夢を持つことはモチベーションを保つためにも欠か

せないと思います。また、私は人一倍心配性で留学中のことを想像しては不安になっていましたが、実際に

来てみると意外とどうにかなるものです。家族や友達といつでも連絡は取れるし、困ったら現地の人にいつ

でも助けを求めることはできます。準備はもちろん大切ですがあまり気負いすぎず、なんでも楽しんでやっ

てみてください。事務室を通して私の連絡先を伝えてもらえると思うので、ちょっとしたことでも相談など

あったらいつでも連絡をください！ 


