
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 1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）：     ，（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 政治経済学部学部経済学科     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。 

コロナ禍であったため全てギリギリの準備となってしまった。6 月に正式に決まってから急速に準備を進めた。特にアメリカで

言えることではあると思うけれどビザの面接はかなり混んでいたので早め早めに予約を取れるとかなり良いと思う。あと寮に入

れなかったので物件探しはかなり難航した。もしその様な人がいれば内見もできないのでよく調べる必要があると思う。  

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：アメリカ大使館 
ビザ取得所要日数：４日後に到着 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：５万円弱 

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？ 

提出物：予約表、SEVIS（ビザ費用領収書）、自分の協定大学からの DS-2019、期限１年以上残っているパスポート 

まず、大使館に予約を入れる、その後必要書類をネットにて作成、予約日に面接を行う。その後いっ週間以内にビザ到着。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ほとんどは協定大学より詳細なメールがくると思うが、ネットでも確認できるかと思います。 

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？ 

経済的に留学できるかどうかが主に問われる。滞在費用はだれが払うのかという部分を深掘りで聞かれた。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

米国は特にだが行く人が多いため面接がなかなか予約できないという人が多い。そのため、米国の人は前々からの行動を

心がけたほうが良いと感じた。 

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） 

事前に家の手配、入居するまでのホテルの手配、万が一のため 10万円ほど現金を交換しておりました。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 日本航空 

航空券手配方法 
航空会社ホームページより  

※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 
Boston Logan International 

Airport 

現地到着時刻 18:30 

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 20分 

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 

事前に Uber,LYFTなど現地の配車アプリを入れておくことをお勧めする。 

大学到着日 ９月２日 9:00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：9月 1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 ホームページより、何件かリストアップしてバーチャル内見の予約をして親の保証人などの作業を

進める。 

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？ 

特になし 

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 9/2 

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？ 学校生活やキャンパス内の建物についての説明がされたまたその後留学生だけでの交流会の時

間も設けられみんなで昼食を取りに行った。  

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８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？ 

      

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？ 

      

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？ 

家賃を支払う必要があったので Bank Of America新規口座を開設しました。日本で開設していこうかと思いましたが現地で

やる方がよりスムーズに進むので現地で開設して良かったと感じています。 

必要書類としてはパスポート、ビザ、学生証、DS-2019 で作れました。 



口座自体はその日に作れて１週間以内にカードも届きました。料金も学生ということで特に取られませんでした。 

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？ 

携帯電話は購入していませんが現地で SIM カードを契約して月＄５０でのデータ使い放題プランを利用しています。なるべく

早く欲しかったので到着した次の日に購入しにいきました。購入した瞬間から利用可能でした。 



 

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（６月初旬日頃） 

    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？  

正規生徒と同じくある履修ポータルより授業検索を行い、履修登録を行いました。 

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？ 

授業の変更は現地に来てからも可能でした、しかしすでに定員が埋まってしまっている授業に関しては追加はできませんで

した。また希望通りに履修できています。  

 

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、朝食 起床、朝食 起床、朝食 起床、朝食 起床、朝食 起床、朝食 起床、朝食 

9:00 
登校      買い出し 登校 登校 自由時間             

10:00 
授業      買い出し 授業 授業 自由時間             

11:00 
授業 昼食 授業 授業 昼食             

12:00 
ジム シャワー、支度 ジム ジム シャワー、支度 買い物 ジム 

13:00 
ジム 登校、授業 ジム ジム 登校、授業 就職活動 ジム 

14:00 
昼食 授業 昼食 昼食 授業 就職活動 外出  

15:00 
自習 授業 自習 自習 授業 親との電話 観光 

16:00 
授業 帰宅 授業 授業 帰宅 サッカー 観光 

17:00 
授業 自由時間 授業 授業 宿題 サッカー 観光 

18:00 
帰宅 自由時間 帰宅 自習      夕食 サッカー 観光 

19:00 
夕飯 夕食 夕飯 クラブ 移動 自由 ディナー 

20:00 
宿題 宿題 宿題  帰宅 ホームパーティ

ー 

映画鑑賞 帰宅 

21:00 
宿題 宿題 宿題 宿題 ホームパーティ

ー 

映画鑑賞 シャワー 

22:00 
宿題 宿題 宿題 自由時間 ホームパーティ

ー 

映画鑑賞 自由時間 

23:00 
ルームメイトとフリ

ータイム 

ルームメイトとフリ

ータイム 

ルームメイトとフ

リータイム 

ルームメイトとフ

リータイム 

ホームパーティ

ー 

就寝 就寝 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 ホームパーティ

ー 

            



 
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。 

学校に関してはとても施設も充実していて気にしていたコロナ対策も万全であった。具体的には週に一度の PCR検査が登校

には必須であり、とても安心して通うことができています。 

授業に関してはとてもレベルが高く予習は欠かせない。ここは個人的に少し甘くみ過ぎていたと感じている。授業のペースも

とても早く進んでいくのでわからないことがあれば変なプライドは捨てて先生に聞くなり、周りの友人に聞くことを勧める。留学

を志すみなさんはきっと英語に自信があると思います、自分もそうでした。しかし、ここでは変なプライドは邪魔でしかないで

す。積極的に周りに助けてもらいましょう。 

宿舎に関しては寮に入れるのがベストだと思います。寮に入れば、留学生との交流、ミールプランなどで食事の心配などが

いらないというメリットがあります。しかしながら、必ず入れるわけでもないのでその場合には一人暮らしではなく、シェアハウス

をお勧めします。自分自身もシェアハウスをしていてみんなに助けられているいます。じっさいに風邪をひいた時には食事面

までサポートしてくれました。プライベートな時間も必要かと思いますが、一緒に暮らす人がいいと思います。 

ボストンの話をすれば、かなり自分としてはとても物価の高さに驚いております。決して派手な生活をしていなくても家賃を含

めて月 25 万円ほどかかってしまいます。ルームメイトによるとニューヨークでも同じくの様です。アメリカによっても州が違えば

かなり生活費も変わってきます。この様なことも念頭に入れて留学先選びすると良いかと思います。 

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。 

ノースイースタンを目指すみなさん、英語の検定試験のハードルが一番難しいところではあると思いますがとりあえずそこは

最低限クリアできないと現地での授業ついていくのが難しいかと思うので頑張りましょう。 

ボストンは古き良き街というイメージがあるかと思いますがとても歴史的で静かないい街です。公共交通機関に関してもかな

り発達していてアメリカの他の街より特に発達しているとボストンの外から来ている人は口々に言っております。そのため、他の

都市の様なカーソサエティーではないので安心して生活できると思います。 

またボストンは多くの大学がひしめく教育の町としても有名ですのでとても留学先としてはお勧めできます。多くの人が"Study 

Hard, Play Hard"よく学び、よく遊ぶとてもメリハリの取れた生活を送っています。ぜひ頑張ってください。 

 


