
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021     年 11月 7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 ２０２１年８月－２０２２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。 

おそらく、私たちの代は留学するまでの流れが特殊だと思います。（新型コロナウイルスが蔓延していため） 

実際には、留学年（２０２１年）の５月に明治大学は一度留学派遣を中止したため私は留学に行けないものだと思っていまし

た。渡航（８月）の１か月ほど前に方針が派遣中止から渡航可能に変更になったためその短期間で荷物等を準備しました。

情報は主にインターネットから収集していましたが、ほとんど情報を調べていなかったため渡米してからその土地の特徴を知

ることになりました。英語の勉強（リスニング）はしておくと良いと思います。 

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：Ｆ―１ 申請先：大使館 
ビザ取得所要日数：２週間ほど 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：3万円ほど 

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？ 

https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp のサイトに必要書類が記述してあると思います。 

六枚ほどの書類申請が必要でした。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

具体的な手続きに関しては以下のリンクで詳細に述べられているためそれを参考にしました。 

https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp 

ただ、繰り返しましが私たちが留学した時の状況は混沌としていたため、通常時の手続き手順と全く違うと思います。 

米国ビザ申請のホームページを見て、余裕を持ち申請するのが良いと思います。 

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？ 

Q.なぜアメリカに行くのか 

Q.誰が留学資金を援助してくださるのか      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

渡航前にビザが届くか心配だったので、ビザ手続きは早めに行った方がいいです。 

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） 

携帯電話の契約：私は Hanacellw を使いました。 

銀行開設： オリエンテーションで開設する時間が設けられていました。 

寝具の発注： オリエンテーションが始まる前日までに、自分が住む予定の寮に寝具が郵送されるように発注しておいた方

がいいです。友達は発注ミスで寝具なしマットレスのみでの生活を１０日ほど強いられていました。 

衣服、日用品の購入： アメリカは物価が高いため日本から持ち込む方が良いと思います。 

英語の勉強： リスニングはしておいた方がいいです 

海外のことを知っておく： 例えば、アメリカの文化やヨーロッパの文化等を知っていると話しやすいかもしれません。 



 

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 
JTB を利用しました 

※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 羽田空港 現地到着時刻 ２０時ごろ 

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 1時間半 

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 

自分たちが手配したバスが、国際線では無く国内線のバスロータリーに駐車してある場合があるので気を付けてください。 

私たちは国際線のバスロータリーに待機しそうになり、近くにいた警備員に自分たちが乗る予定のバスのロータリーはどこかを尋ねました。 

大学到着日 ８     月７日１０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（     ） 

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 ジョージア大学留学担当者が、住居案内を emailで知らせてくれるので安心してください。 

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？ 

直ぐには、見つからなかったです。 

コロナの影響で、一度寮を解約してしまったので再契約が大変でした。 

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 1週間程度 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：1万円ほど） 

内容と様子は？ 他国の留学生と交流できる 

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？ 

日本大使館にオンライン申請をすれば手続きは終了です。私は、入国１日目に済ませました。 

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？ 

予防接種等はしていないので、その他の手続きはありません。 

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？ 

開設しました。オンライン申請では無く実際に Bank of America （ジョージア大学と提携している銀行）に行き、４時間ほど手

続きをしました。その際、パスポートが必要でした。 

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？ 



していないです。 

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？ 

アメリカの大学では、一つの講義を受けるために requirement がありその講義を取っていないと自分が取りたいものが取れな

いということがあります。ただ、留学生はその requirement が緩く比較的自分が受けたい授業を取れるのではないかと思いま

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？ 

変更できました。 

希望通りの授業は取れました。 

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 
朝ごはん 朝ごはん 朝ごはん 朝ごはん 朝ごはん 課題があれば

勉強 

無ければ遊び 

課題があれば 

勉強 

無ければ遊び 

9:00 
受業       受業 勉強 受業             

10:00 
勉強 勉強                               

11:00 
                                          

12:00 
受業 受業 受業 受業 受業             

13:00 
昼ごはん          昼ごはん                         

14:00 
      昼ごはん 課題 昼ごはん 昼ごはん             

15:00 
                                     

16:00 
                                          

17:00 
遊び             遊び 遊び             

18:00 
      クラブ活動 受業 クラブ活動                   

19:00 
夜ごはん                   夜ごはん             

20:00 
                                          

21:00 
            夜ごはん                         

22:00 
      夜ごはん       夜ごはん                   

23:00 
                                          

24:00 
                                          



  
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。 

プログラム：勉強はかなり充実している。（Terry collegeは Businessで有名らしいです） 

宿舎：一人部屋であったため、プライベートが確保されていました 

生活全般：基本的に忙しい毎日です。充実しており満足しています。 

（最終報告書で詳述知る予定です。） 

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。 

留学したい理由を明確にして（例：英語力の向上だけでは無くて、海外の文化を知る等）置くことができれば、留学生活がよ

り実のあるものになると思います。留学に行くためには、英語の勉強をしなければならないと思うのでそこは継続して頑張って

いただきたいです。 

 


