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協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 5日 

留 学 先 大 学 カリフォニア州立大学ロングビーチ校 

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 2022年8月－2023年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学研究科 経営学専攻 

学年（出発時本学での学年） 研究科 博士前期課程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。 

出発する前に、学校のウェブサイトやホームページなどを調べたり、先輩の留学報告書を読んだりしていまし

た。 夏の服をたくさん用意しておいてよかったです。 8 月でもカリフォルニア州立大学ロングビーチ校はと

ても暑かったです。 できれば、もう少し厚い服を用意したほうがいいです。 朝と夜は少し寒いからです。 ま

た、わからないことがあったら、例えば事前に履修科目の登録など、直接相手の大学のオフィスに連絡するの

がいいです。 

 

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：J1 申請先：アメリカ合衆国 

ビザ取得所要日数：一週間（申請してから） 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：24,630 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？ 

パスポート、証明写真、DS-2019、銀行の英文残高証明書、SEVIS 費用の領収書、面接予約の確認ページ及び

ビザ申請料金支払い領収書などを用意しました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカ大使館のホームページにある YouTube の動画を参考しました。ホームページで 個人情報などを記

入し、ビザ料金なども払い終わったら、大使館での面接を予約しました。 

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？ 

留学先の専攻、いつ日本に戻る予定なのか 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

面接する前に、持っていく必要な書類を何回も確認した方が良いと思います。 

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） 

留学先の大学事務所のメールで要求されたことをすべて準備すればいいです。また、事前にドルの現金やクレ

ジットカードを用意した方がいいです。   
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Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ジップエア 

航空券手配方法 
ジップエアのサイト 

※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 ロサンゼルス空港 現地到着時刻 9：00am 

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 時間ぐらい 

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 

バスの待つ場所や乗り換えの場所などをよく確認したほうが良いです。 

大学到着日 2022 月 18 日 17 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 大学からの案内メール通りに申し込みました。 

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？ 

住居は渡航前にすぐに見つかりました。トラブルなどは特にありませんでした。 

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 8/18 

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？ 学校での生活や旅行の安全知識の案内とキャンパスツアー 

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 22 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？ 

特になし 

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？ 

特になし 

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？ 

開設した。 パスポートだけを持っていればよい。当日オンライン銀行口座を開設できる。 

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 
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ｷｬﾝﾊﾟｽの一角 

  

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 19 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？  

多くの履修科目はまず、Permit Request form を記入して、教授の許可をもらったら登録ができた。 

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？ 

現地で変更・追加できた。全部ではなかった。 

https://csulb.qualtrics.com/jfe/form/SV_9A0MZcGduqSQcCy#search/perment+/_blank
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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 
      授業                               

8:00 
      授業             授業             

9:00 
      授業             授業             

10:00 
授業       授業       授業 課題か出か

けるか 
課題か出か
けるか 

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

12:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

13:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

14:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

15:00 
      フリータイ

ム 
            授業             

16:00 
                        授業             

17:00 
イベントの
参加など 

            イベントの
参加など 

                  

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
宿題 宿題 宿題 宿題 宿題             

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
寝る 寝る 寝る 寝る 寝る 寝る 寝る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の図書館 
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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。 

 

カリフォニア州立大学ロングビーチ校に来て、ほぼ 2 ヶ月半になりました。最初は、友達が少なかったため、

非常に寂しかったです。しかし、今ここでの生活もう慣れてきました。まず、授業については、主にビジネス

に関する履修科目を選択しました。百人以上のクラスもあれば、二十人ぐらいのクラスもあります。教授によ

って、授業にスタイルが全く違います。例えば、チーム発表をし、ケーススタディをスタイル行うスタイルも

あれば、一方的に教えるスタイルもあります。ほとんどの授業は試験が多いです。慣れてきたら楽しくなりま

した。また、寮については、学校の寮に住んでいるので、安全で便利です。イベントが多いので、友達を作る

のは簡単です。しかし、授業等が忙しかったので、寮に住んでいる人とあまり一緒に出かけることはほとんど

ありませんでした。最後に、私は生活の中で、主に授業を受けたりイベントを参加したりして過ごしました。

友達が増えたので、生活が楽しくなりました。 

 

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。 

 

まず、早く英語のスコアを取った方がいいです。英語の試験の準備は大変ですが、自信を持って理想的なスコ

アを取れるように努力してくだい。また、カリフォニア州立大学ロングビーチ校に希望する人も多いので、留

学計画書や面接の際には、なぜこの学校を志望しているのかをよく伝えた方がよいと思います。最後に、留学

の準備などについては、事前の心構えも非常に重要です。例えば、留学先の大学で、友達が少なかったり、授

業が難しいと感じたりする時に、どうやってそれを乗り越えられるかを考えておいた方がいいでしょう。 

合格できるように頑張ってください！応援しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Pyramid 

Go Beach sign 


