International Student Center, Meiji University

留 学 報 告 書
記入日：2019 年 6 月 29 日

所属学部／研究科・学科／専攻
留学先国
留学先高等教育機関名
（和文及び現地言語）
留学期間

国際日本学部 国際日本学科

留学した時の学年

2 年生（渡航した時の学年）

留学先での学年

2 年生（留学先大学で在籍した学年）

アメリカ合衆国
和文： University of Georgia
現地言語： 英語
2018 年 7 月～2019 年 5 月

留学先での所属学部等

特定の学部等に所属しなかった。

帰国年月日

2019 年 5 月 10 日

明治大学卒業予定年

2021 年 3 月

留学先大学について
形態

国立

公立

私立

その他

1 学期：8 月中旬〜12 月中旬 2 学期：１月上旬〜5 月上旬 3 学期：

学年暦
（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬）

学生数

37，606

創立年

1785

留学費用項目
授業料
宿舎費
食費
図書費
学用品費
教養娯楽費
被服費
医療費
保険費
渡航旅費
雑費
その他
その他
その他
合計

現地通貨 (１ドル＝
約 108 円)

円

０

０円

備考
明治大学の学費のみ

393,876 ×２円
214, 861 ×２円
76,037.8 ×２円
21,727 円
円
1629 円
3259 円
84550 円
54,319 円
2,172 円
円
円
円
1,537,204 円
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形態：明治大学で加入（東京海上日動）
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渡航関連
渡航経路：デルタ
渡航費用
チケットの種類
往路
復路
合計

デルタ
155350
130000
285350

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。
行きは、デルタのウェブサイトで
帰りのチケットは Sky ticket 海外というサイトで航空券を購入した。

滞在形態関連
1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート、大学の宿舎など）
学生寮
2）部屋の形態

個室 OR

相部屋（同居人数４人）

3）住居を探した方法：
ジョージア大学のオリエンテーションの申し込みと共にハウジングの申し込みもあった。
4）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス）
４人とキッチンとリビングスペースを共有しますが、鍵のかかる個人部屋があり部屋でも勉強に集中できるのと貴重品
の盗難等の心配は無い。

現地情報
1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受けることは
可能でしたか？
利用する機会が無かった
利用した：
2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。
ジョージア大学には大学内にいる警察もとても親身な留学アドバイザーもいる。また、UGA
専用のアプリがあり、緊急事態の際にアプリ上から警察をすぐに呼ぶこともできる。
3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻
き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？
オリエンテーションで UGA 専用のアプリ、また周辺の危険地域情報の通知がいくアプリの取得をさせられるのでそのア
プリより、危険情報を得られた。また、大学から悪天候の際や犯罪等の危険があるときは直ちに通知が来る。
4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI 接続が可能であ
ったので，寮で使用できない時はカフェに行った。）

学校内、また寮でのインターネットの接続の問題ない。
5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ （例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。銀行口座
は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。）

現金を 11 万円ほど持っていき、あとは LIFE CARD
という学生クレジットカードで資金調達をしていた。
6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。
５つある学食は中華、イタリアン、ベジタリアンなどの料理をバイキング形式で食べれるので食事で困る事はない。
7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。 （例：渡航前に自分で指定したク
レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った，渡航前に留学先大学から指示があった，渡航
後のオリエンテーションで支払いに関する案内があった等）
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卒業後の進路について
1) 進路

就職

進学

未定

その他：

2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など

3)就職を選択した方は、差し支えなければ内定先を教えて下さい。また、その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内
定を得た企業すべての名前、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません）
※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、差し支えなければ現時点で希望する業界、職種等を教えて下
さい。
メーカー業を第一志望としています。
4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。
（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思
い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。）
※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の
変化等を教えてください。
異文化の中で生活する心地よさを改めて実感したので日本国内での事業だけでなく海外展開を大いにしている会社
に就職希望。また、社内公用語が英語、取引先が海外が多い会社に就きたいと考える。
5)進学を選択した方は、差し支えなければ進学先を教えて下さい。

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、試験対策等）をお願いします。

7) その他を選択した方は、留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。

学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください）
本学で認定された単位数合計

1)留学先で取得した単位数合計

※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。

24 単位
単位認定の申請はしません(理由：
)
2)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ
い。記入スペースが足りない場合は、A4 用紙で別途作成し、添付してください。
24 単位

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Principles of Advertisement

広告産業論

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Grady College of Journalism & Mass Communications

試験・課題など

成績の約６割は期末試験で後の２割は自分で分析してくる CM や広告の課題とグル
ープワークがある。
教授の説明はわかりやすく、例えで使われる CM
が面白い。ただ、スライドは具体例等のみだけしか提示しないので重要なことや試験
範囲については口頭でしか言わない。授業を集中してきく必要がある。

感想を自由記入

2018 年 8 月〜2018 年 12 月
３単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 50 分が 3 回
Dr. Nate Evans
広告や CM の意図や構図などを学ぶ。
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Principles of Microeconomics

ミクロ経済学

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Terry College Of Business

試験・課題など

中間、期末試験、出欠席、オンラインの課題

感想を自由記入

ローカルな冗談等がないと話についていけなくなることが多いがトークは面白いので授
業中笑うことが多い。

2018 年 8 月〜2018 年 12 月
３単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 50 分が 3 回
Dr． Kris McWhite
ミクロ経済学

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Human Nutrition and Food

栄養学

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容
試験・課題など
感想を自由記入

Human science
2018 年 7 月〜2018 年 12 月
３単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 75 分が 2 回
Dr. Barbara Grossman
栄養学について、また特定の栄養が欠けると起きる病気の種類や見分け方。
スポーツ選手の栄養学や、生活習慣病など最近身近に起きうる病気などを学ぶ。
抜き打ち出席と中間試験と期末試験
教授もアシスタントの学生も非常にフレンドリーで授業後に質問しやすい。また、スライ
ドに書かれていることも分かりやすいので理解がしやすい。ただ、計算問題等の質問は
講義の時に説明されるものより難しい問いが試験に出るので、予習と復習は必須。

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Consumers in Our Society

消費者経済学

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容
試験・課題など
感想を自由記入

Consumer Economics
2018 年 8 月〜2018 年 12 月
３単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 75 分が 2 回
Micheal Rupured
消費者が抱える問題や、クレジットカード事情、消費者の権利と責任を学ぶ。また、不
正問題や消費者の権利を保護する法について。
中間試験、期末試験、グループワーク
教授も初めて持つ授業であったため、授業はシラバス通りでないことが多かった。学ぶ
内容は、自分の生活において必要になってくるものばかりだったので教科書を読むの
が楽しかった。Gra
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Graphic Communication

グラフィックディザイン

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Grady College

試験・課題など

課題、試験

感想を自由記入

広告において専門的に学ぶので、受講している学生のレベルが高い。提案や分析、
アイディアに長けていて毎回良い刺激の得られる授業だ。

2019 年 1 月〜2019 年５月
３単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 75 分が 2 回
Kristen Smith
グラフィックデザインの歴史や特徴、効果

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Cultural Geography of the United States

地理学

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Geography

試験・課題など

課題図書、期末試験、エッセイ

感想を自由記入

歴史的に有名な映画に描写されている地理的背景を研究したりもしたので面白かっ
た。教授も話しかけやすいので、質問を沢山できた。

2019 年 1 月〜2019 年 5 月
3 単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 75 分が 2 回
Joshua Barken
人々の文化的背景によって形成された地域研究と比較

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Abnormal Psychology

異常心理学

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Psychology

試験・課題など

中間試験、期末試験

感想を自由記入

興味深い授業だった。カウンセラーの抱える問題も社会的問題とともに研究された学
会発表も学び、異常心理者の行動や病状のみでなく社会全体と心理学について知
れた。

2019 年 1 月〜2019 年 5 月
3 単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 75 分が 2 回
Anne Shaffer
異常心理学
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

履修した授業科目名（日本語）：

Interpersonal Communication

対人間コミュニケーション論

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

Communication

試験・課題など

中間試験、期末試験、グループワーク

感想を自由記入

実践的なことを学べる授業で、授業中の発言を多く求められる授業だった。

2019 年１月〜2019 年５月
3 単位
3 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 50 分が 3 回
Volha Murashka
様々な場面においてのコミュニケーションの測り方
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留学に関するタイムチャート
留学するまでの準備、試験勉強、留学中、留学後、特に留学に関連して発生した事項を記入して
ください。例：語学試験の勉強、選考、出願、留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等

2017 年
１月～３月

ジョージア大学付近の情報収集、貯金。

４月～７月

貯金、ジョージア大学の授業履修やメールの確認、期末試験。

８月～９月

授業で必要なもの、生活に必要なものの買い物、大学内のイベントに積極的
に参加。

１０月～１２月

各クラスの試験対策、又は試験期間。JAPAN FESTIVAL と ASIAN FILM
FESTIVAL PREMIAR NIGHT のボランティア活動。冬休みはオハイオ州で過
ごす。

２０１８年
１月～３月

授業開始、ジョージア日米協会の交流会に参加。春休みは大学が提供して
いるキャンプに参加。

４月～７月

学期末試験、帰国の準備。帰国後は、アパート探し、引っ越し
。アルバイト開始。就活セミナーに参加開始する。インターンの申し込み、

８月～９月

TOEIC 受験、就活に向け準備、バイト。授業開始。

１０月～１２月

期末試験、就活動。

２０１９年
１月～３月

就活と中間試験

４月～７月

８月～９月

１０月～１２月
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留学体験記

留学しようと決めた理由

留学のためにした準備，
しておけば良かったと思う
準備

この留学先を選んだ理由

大学・学生の雰囲気

寮の雰囲気

交友関係

困ったこと，大変だったこと

学習内容・勉強について

課題・試験について

大学外の活動について

留学を志す人へ

アメリカで生活をする駐在員に向けたサポートをするプラットホームを手がけたいと高
校生活の海外経験を得て思うようになったのがきっかけです。そのためには、自分が
知らないアメリカの地域の駐在員が抱える問題を調査がする必要があり、またアメリ
カで拠点とする事業になるのであればアメリカのビジネス方法を学ぶ必要があると感
じ、ビジネスに強いジョージア大学に留学しようと思いました。
留学先で履修したい授業を徹低的に調べる必要があります。人気のある授業は履
修ができないこともあるのでバックアッププランも立てておくことをお勧めします。課題
図書の量や勉強量がかなり多いので興味のある授業でないとこれらの課題が苦でし
かないです。また、会話力を磨く必要があります。実際に明治大学に通う留学生と毎
日会話したり、鏡の前で英語を話す練習も効果的だと思います。
自分が学びたいビジネスの学問が優秀であったことと、都心から２時間も離れている
環境に大学があったので勉強に集中できる環境だと思いジョージア大学に決めまし
た。また、私が参加したかった JAPAN FES はジョージア州に開催されていたことも決
め手の一つです。
平日は課題もしくはジム、ボランティアに行く学生が多く真面目です。試験前は図書
館も学食も勉強できる環境はすべて席が埋まるほどです。しかし、金曜日の夜は勉
強から解放され大学内のイベントやレストラン街で休日を存分に楽しみます。また、
大学のスポーツ観戦に情熱を注ぎます。
平日の寮は基本的に静かで、勉強ができるスペースに学生は多く勉強しています。
金曜日の夜からはパーティーが各部屋で行われていたので賑やかです。オリエンテ
ーションに参加している他の留学生たちも同じ寮に住んでいるので、みんなで集まっ
てゲームやパーティーしたりしていました。
１週間のオリエンテーション中のグループの友達と仲良くなれたのでオリエンテーショ
ンで友達を作ることをお勧めします、そこから友人の輪が広がります。最初は肝心で
すので積極的に話しかけましょう。また、オリエンテーションリーダーは沢山のトレーニ
ングもし、異文化交流が好きでボランティア精神の多い学生なのでオリエンテーショ
ンリーダーと仲良くなるのも良いでしょう。
課題が本当に多く、難易度も高いので日頃から真剣に取り組むのに必死でした。ま
た、履修生が 200 人と学生数の多い授業ばかり受けていたのでクラスメイトと仲良く
なることはありませんでした。少人数のクラスであれば、教授に名前と顔を覚えてくれ
るため質問しやすかったり、クラスメイトとも話しかけやすいので留学生には向いてい
ると思います。
クラスのシラバスに細かく学習する内容の教科書の範囲が提示されているので、シラ
バスをもとに予習をしていました。教授の話すスピードは本当に早いので事前に学習
することは大事でした。また、オフィスアワーが各クラス設けられていて、そこで授業
で分からなかったことの質問ができるので沢山活用していました。
課題量は多いと想像はしていましたが、それを遥かに超えた量でした。睡眠時間が３
時間、４時間が当たり前になっていた時期もありましたが勉強に専念できる環境が整
っているので充実していました。
ボランティア活動に参加したり、ルームメイトと大学内で行われておるイベントに沢山
参加しました。また、週３回は大学のジムで体を動かしていました。
色々な国からの留学生を見ても、アジア圏から来た留学生は積極性に欠けているよ
うに感じましたので、自分から行動をとり、母国語は絶対に話さない意識を持ち沢山
の人と関わって欲しいです。居心地良い環境に自分を置くのでは成長が全くないの
で一年間という限られた時間を有効的に活用してください。また、日本人留学生との
距離感を保つのが大変でしたので最初のうちから現地または他の留学生と仲良くな
り、程よい距離感を保つことをおすすめします。
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一週間のスケジュール（例）
月曜日

午前中

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

朝食
ジム
授業

授業
昼食

朝食
ジム
授業

授業
昼食

朝食
ジム
授業

起床
朝食

起床
朝食

復習

授業

復習

授業

復習

課題

課題

昼食
課題

昼食

昼食
課題

昼食

昼食
課題

予習、復習

予習、復習

図書館

授業

図書館

授業

図書館

すポーツ観
戦

友人とバトミ
ントン

ルームメイト
達と会話

ボランティア

ルームメイト
達と会話

ボランティア

ルームメイト
達と会話

パーティー

夕食

夕食
就寝

夕食
就寝

夕食
就寝

パーティー

読書
就寝

復習
就寝

午後

夕刻

夜

夕食
就寝
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)
Date：year2019month７day31

School/Graduate School・Major
At Meiji University
Country of your study abroad
Name of the host institution
Study period
Grade when you started the
program
Grade you belonged to at the
host institution
School you belonged to at the
host institution

Majoring in Global Japanese
United States
University of Georgia
year2018monthJuly～year2019monthMay
year 2 （year at your departure）
year 2（year you have belonged to at host institution）

Haven’t belonged to specific school.

Date of return

year2019month5 day 10

Expected year of graduation
(from Meiji University)

year2021 month 3

Information of Host Institution
School type

National

Public

Private

Other

Academic calendar

Semester1：Beginning of August - Middle of December Semester2：
Beginning of January- Beginning of May Semester3：
（e.g./Semester１：Beginning of April～End of July, Semester２：Middle of
September～Beginning of February）

Number of students

37,606

Year of founding

1785

Fees
Tuition
Housing
Food
Books and Text
books
School Supplies
Recreation
Clothes
Medical
Insurance
Travel expense
Petty expense
Other
Other
Other
Total

Local Currency
($1 = 108.62yenn )

Yen

Note
yen

I only payed for Meiji

$3,626(2)

393,876(2) yen

$1,978(2)

214,861(2) yen

I was in meal plan for 7day plan

$700(2)

76,037.8(2) yen

Textbooks and notes and other supplies

$200

21,727.8 yen

Notebook, folder, UGA stuff

yen
$15

1,629.59 yen

$30

3,259.18 yen

$

84,550 yen

$500

54,319.6 yen

I didn't had to pay for the place to stay anf for
the food. I onl spen money on the flight ticket.

$20

2,172.78 yen

Making UGA student ID card

yen
yen
yen
1,537,204 yen
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Travel Information
Route：Atlanta
Travel Expenses
Ticket type
Outward
Return
Total

Delta
155350
130000
28350

Travel company you used, guidebooks, or any other resources you referred during the preparation:
I used a website called Sky ticket where I can find a cheap flight tickets.

Accommodation
1）Housing type （e.g.：apartment, dormitory of host institution etc.）
Dormitory
2）Room type

Single OR

Living with others（Number of room mate4）

3）How did you find the residence?：
I got an email from UGA houseing and they recommended to live on campus dorm where every other international
students live.
4）Comments ：（Describe your life at the housing and advise to students who are willing to study abroad.）
The dorm I stayed in UGA is called, East Campus Village. This dorm was very clean and new and we had to share
bathroom and kitchen and common space but you get your own single room. You are able to lock the room for
your own so I didn't had trouble loosing my personal belongings.

Local Information
1）Have you gone to any hospitals during studying abroad? Are there any clinics or medical offices at the host
institution?
No,
Yes：
2）Who did you consult with if you have any problems? Is there any specific office where you could consult at
the host institution?
I send an email or saw my guidance councelor. If you are going to UGA, you will be assisted by a international
guidance counselor and she/he will be always there for you to support.
3）How did you get information on risk management ? Have you encountered any dangerous situations or crimes
during your stay? If yes, how did you deal with the problem?
During the international orientation, you will be required to download a UGA app. Which give you an elert or
emergency notification when something happens.
4）Are there any troubles or comments regarding the use of PC, cell phones, and the Internet?
（e.g.：The Internet environment at the dormitory was unstable and it stopped once a week. I could connect the Internet at café
in the town, so I visit it during the time.）

No
5）How did you bring your money?
（e.g.：I opened a bank account at a local bank and asked my parents to make wire transfers. The bank account couldn’t be
opened before completing alien registration there. I also used my credit card for shopping.）

I brought about 110,000yen cash in dollars and I was fine for a year. Other than that, I used credit card (Life
card) when I had to spend money.
6）Are there any items you should have brought from Japan?
No
7）【Fee-paying program】The way and timing you have paid the tuition and fee.（e.g.：Paid by my own credit card
before departure / Opened a bank account and made the payment through it after arrival/ Received the
information from the host institution before departure/ Informed how to make the payment at the orientation
after arrival/ and etc.）
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After Graduation
1) Career plan after graduation

Start working

Continue studying

Not decided

Other：

2) Any documents, book or organizations referred when you decided your career plan.

3) If you will start working, please mention the company and the reason why you decided to join it. (Not
mandatory, writing the name of company only is also accepted.)
※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe which industry you want to
work for. (not mandatory)
I'm still trying to figure my future job but I will want to use English most of my time in work.
4) Any advices or comments regarding your job hunting.
※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe your motivation toward it or
any changes occurred on your career plan through studying abroad.
Studying abroad made me realize how much I want to use Engligh in the future career. I'm glad I got to realize
that but at the same time, the desire of speaking in English for my job is becoming too strong that scares me
if I can't find a job that won't suit me.
5) If you will continue studying, please write the institution you are going to.

6）Any advices for students who wish to continue studying after studying abroad (about preparation for
examination, and etc.)

7) If you selected “Other”above, please describe your plan and provide some advices to the students who
wish to study abroad in the future.

Report of your study（Describe the details of all the classes you took）
1)Number of credits you’ve earned

Number of Credits you converted (at Meiji University)
24Credits
24Credits
Haven’t requested to convert any credits
(Reason：
)
2) Please describe each class you took during studying abroad including advice for students who wish to study
abroad. If the space is not enough, make another document (A4 size) and attach it to this report.

Name of the class：
Principles of Advertisent

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.

Comments / Advice

Grady College of Journalism & Mass Communications
August 2018 - December 2018
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
50minutes *3times per week
Dr. Nate Evans
You learn about how companies are trying to attract consumer to their products/
service.
3 exams and finals, group projects and papers to read.
Dr. Evans was my favorite professor in UGA and I had so much fun in his class.
His powerpoint slides has no words and it's only a pictute, so students who takes
this class has to pay attention on every words he says in class because it's going
to be on the test.
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Name of the Class：
Principles of Microeconomics

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Terry College of Business
August 2018 - December 2018
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
50minutes 3times per week
Dr. Kris McWhite
You learn about how the business works by learning the concept of
Microeconomics.
3 exams, finals and weekly online homework
This professor talks very fast and he says a lot of jokes that only Southern will
get it. So it might be difficult to understand his given examples in this class.

Name of the Class：
Human Nutrition and Food

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Human science

Contents

Learns about how the food we intake can affect our bodies.

Test, Homework etc.

3 exams, final exam and pop quiz

Comments / Advice

In this class, you'll have support from

August 2018- December 2018
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
75minutes 2times per week
Dr. Barbara Grossman

Name of the Class：
Consumer in Our Society

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Consumer Economics
August 2018 - December 2018
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
75 minutes 2 times per week
Micheal Rupured
You learn about how consumer spends money and how to protect yourself
from fraud.
Midterm, Final and group work
This class is very interesting and useful to learn. I recommend you to take this
class because there is a lot of guest speaker coming and you actually learn how
to prevent your privacy from fraud.

13

International Student Center, Meiji University

Name of the Class：
Graphic Communication

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Grady College

Contents

History of designing and the features of each design.

Test, Homework etc.

Projects and exams

January 2019 - May 2019
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
75minutes 2times per week
Kristen Smith

Comments / Advice
Name of the Class：
Cultural Geography of the United States
Geography
Faculty

Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

January 2019- May 2019

Contents

Culture effect and geographic

Test, Homework etc.

Essay, midterm and final exam

Comments / Advice

This class could be difficult because the professor dosen't follow the syllabus and
the lecture depends on how well students in class understand the material we are
learning.

3
3 Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
75 minutes

2 times per week

Joshua Barken

Name of the Class：
Abnormal Psychology

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Psychology

Contents

Type of people who has different feelings

Test, Homework etc.

Exams and final exam

Comments / Advice

It was very interesting class and if you're interested in how society is changing
and accepting people who has different perspective, this class is for you. Dr.
Shaffer is very approachable and she is always willing to help you.

January 2019- May 2019
3
3 Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
75 minutes 2 times per week
Anne Shaffer
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Name of the Class：
Interpersonal Communication

Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Communication

Contents

How to make effeciant communication skills in multiple situations.

Test, Homework etc.

Midterm exams and final exams

Comments / Advice

You get to learn practical communication skills in this class. It is definetly beneficial
class for everyone.

January 2019- May 2019
3
3Credit
Lecture （tutorial, lecture, etc.）
50 minutes 3 times per week
Volha Murashka
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Time Chart for the Study Abroad
Please describe things you have done from preparation before your departure (including
studying), during your staying abroad, and after returning to Meiji University.
(e.g.： Studied for language proficiency test, inner screening, application, middle exam (during
study abroad program), final exam, other events, and etc.)

January ～ March,
2016

Part time job, reseaching about UGA

April ～ July

Part time job to save money, final exam

August ～ September

International orientation and starting classes in UGA

October ～ December

Midterm exams, volunteering at asian fil festival and winter break

January ～ March,
2017

Starting new semester, spring break and midtern exams

April ～ July

Studying for finals and preparing going home

August ～ September

Part time job, seminar activities and job hunting

October ～ December

Midterm exam and job hunting

January ～ March
2018

Job hunting

April ～ July

job hunting

August ～ September

job hunting and start to work hard on my research paper

October ～ December

Finals and winter break
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Report of Study Abroad

Reasons why you decided
to study abroad

Preparation for study
abroad (including things
you should have done.)

Reason why you chose
the institution

Description of the host
institution and students
there

Description
of
the
dormitory you stayed

Friendship and community
you belong to

Difficulties and how you
overcome those things

About your study and
research (are of study,
levels of the classes,
classmates,
how
to
manage your study plans,
and etc.)

The reason why I decided to study abroad is because I wanted to provide a
service or start a business for Japanese family who lives abroad. I've started to
think about it when I was living in US with my parents and I seen many mom's
who struggle living in different countries, and I wanted to research more on
families who struggles parenting in overseas. I also wanted to know how to make
their life better so I can start something that will help them in some ways. In
addition, I felt I need more advanced English abilities because I wanted to gain
more experience in English speaking environment.
I did a lot of reseach about Georgia. Since I wanted to reseach on Japanese
families, I contacted with family who lives their and made an appointment to see
them. If you want to know more about Georgia, the web sites called Atlanta.info
and you can look up a lot of tourist place and also a history of Georgia. I also
met exchange students from UGA who were in Meiji. I got their contact and was
able to ask many things before I went to University of Georgia.
University of Georgia has one of the best business school and I wanted to take
a lot of business and marketing classes so I decide to choose university that
has top ranking on their business classes. I also wanted to research on
Japanese families who lives in America and Georgia was one of the most state
where Japanese companies had the branch and was able to research and
interview many family in Georgia.
Students in University of Georgia is very committed on studying. It is very nice
how they are serious about their grades and for their future. Campus has a lot
of places to study and you will definitely find some place you would like to study.
Also, students in UGA is very supportive to their sports team. Especially football
game is one of the best popular and everyone gets excited to see the game and
support the team.They have a very nice balance of studying and their social
activities. You have many options to get yourself included in club and
volunteerings.
The dormitory I stayed is called East Campus Village and you can walk or take a
bus to go to the main campus. It only takes about 5 mintutes to get there and
the bus comes every 5-10 minutes. The dorm is placed right next to the sports
gym so it is very convenient for students to go to workout. The room you will
most likely be is going to be a share room with 3 other students. However, you
will only need to share the bathroom and the kitchen and the common space and
you will have your own single room. You are able to lock your room and would
not have problems with missing your personal belongings. Also, the bed and the
desk is in your room, so you will be able to study in your room too.
UGA has a week long international orientation for all day and you will be with a
small group that you will be assinged. During the orientation, you will be close to
your group member. I also recommend you to go to events that are held on
campus because you will always meet new people there. I met a lot of my friends
through international orientation and I got really close to my roomates too. I also
was involved in Japanese conversational club and volunteering group for the local
elementary school kids.
The difficulties I've faced would probably be the distance with the other Japanese
exchange students. If you get too close to them, you won't meet new friends
from different countries and you won't be able to speak in Engligh as much as
you wanted too. I tried to make my friends that weren't Japanese during the
orientation and kept the distance first. It is hard sometimes to keep the distance
because you will see them a lot of times but be strong and always think back
the purpose of doing exchange students.
The classes with a lot of students could be difficult at first since the professor
goes over the topic so fast. Also, you have to make an appointment to see your
professor when you want to ask some questions and that might be stressful. I
recommend you taking smaller classes because you will have more discussion in
the class and will be able to make friends. In addition, the professor will have
better understanding that you are an exchange student. They will also have time
afterclass so you can ask anything that you want to ask.
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About
exams

homework

and

About extra activities

Messages and advice for
students wishing to study
abroad

In most of the classes, you are given to read many things. Organize your schedule
and make sure you're on the right track because the class goes so fast. Also,
for exams make sure you start studying ahead of everyone else because they
cover many chapters and the exams worth a lot of the points for your final
grade. I probably started studying for my exams a week or two week before the
exams. I still felt that wasn't enough but that's how much stressful it can be to
take exam in United States. However, the good thing is, the exams are ususally
multiple choice. I recommend you studying with your friends from classes and ask
questions to each other so that you know what you're doing.
They will be an club fair once school starts and you will see many booth that are
introducing their club activities. Check all of them and sign up for the ones you
are interested in. I recommend you joining two or three clubs at least because
you can always stop going is it's not for you. I was in Japanese conversational
club and APIDA leadership activities and Lunch BOx Garden volunteering. I also
met someone who works for Japan and American association and did some
volunteering there.
Studying abroad in UGA changed my life! Students and professors are very
supportive and will be very kind to you so please enjoy yourself in the given
environment! You will experience some Southern culture in UGA too. Stay active
and never hesitate to do anything because this is once in your life and it will end
so quickly! Don't think too much and just enjoy!

Weekly schedule during the study abroad (Reference)
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Breakfast
Study
class

class
breakfast

Breakfast
Study
class

class
breakfast

class
lunch

class
lunch

class
lunch

study
study

study
study

gym
class
Evening

Night

Friday

Saturday

Sunday

Breakfast
Study
class

breakfast

breakfast

class
lunch

class
lunch

sports

study

study
study

study
study

study
study

lunch

lunch

volunteering

gym
class

volunteering

gym
class

free time

free time

dinner

free time

dinner

free time

party

time
with
my
roomates

time with
my
roomates

study
sleep

dinner

study
sleep

dinner

go out

study
sleep

Morning

Afternoon
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sleep

