International Student Center, Meiji University

留 学 報 告 書
記入日：2019 年 7 月 31 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

文学部

留学した時の学年

3 年生（渡航した時の学年）

留学先での学年

3 年生（留学先大学で在籍した学年）

アメリカ合衆国
和文： サンフランシスコ州立大学
現地言語： San Francisco State University
2018 年８ 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 25 日

明治大学卒業予定年

2020 年 3 月
留学先大学について

形態

国立

公立

私立

その他

学年暦

1 学期：8 月下旬〜１２月中旬 2 学期：1 月下旬〜5 月下旬 3 学期：
（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

3 万人

創立年

1899 年

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 (＄)

$11,000
$16,120

円

備考

1,058,400 円
1,700,000 円 ($2015×8 回)
円
円
円
円
円
円
円

$2,500

24,0000 円
円
円
円
円

$29,620

2,782,400 円
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形態：
往復
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渡航関連
渡航経路：成田空港〜サンフランシスコ
渡航費用
チケットの種類

オープンチケット

往路
復路
合計

約２４万円

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。
会社ではなくウェブサイトを通じて自分で探しました

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）
キャンパス内の寮
2）部屋の形態

個室 OR

相部屋（同居人数５人）

3）住居を探した方法：
学校のホームページ
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）
寮費は非常に高いですが、友達は作りやすいです。

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：可能
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。
ハウジングについては、すぐ連絡取れます。
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？
貴重品は基本的に鍵付きのキャスターにて保存していました。
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。）

問題なし
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。）

キャンパスパスポートという海外対応のクレジットカードを使用
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。
文房具のクオリティーは日本製が世界一です。
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

SFSU 留学経験者と連絡を取りました。
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。

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。
アメリカの西海岸では、日系企業が多いためネットワークは比較的広げやすいと思います。
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。

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。
25 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）：

アジア系アメリカ文化
Asian American Culture
科目設置学部・研究科
Asian American Study

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

1 学期

試験・課題など

期末テストでは、自分で選択式の製作があります。皆の前で（舞台の上で）発表しま
す。
サンフランシスコならではの授業だと思います。友達も出来るので非常にオススメで
す。

感想を自由記入

3
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
グループワーク（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 180 分が 1 回

Irene Faye Duller
アメリカにいるアジア系アメリカ人の歴史的背景を文化を通して学ぶ授業です。
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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）：

African American Gospel Workshop

アフリカンアメリカンゴスペルワークショップ

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

アフリカンアメリカン

試験・課題など

プレゼンテーション・ワークショップ

感想を自由記入

遠征など本格的なゴスペルを学べます。非常にオススメです。

1 学期
３
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
ワークショップ（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 180 分が１回

Madeline Flamer
アフリカンアメリカンの歴史的背景をゴスペルを通じて学びます。

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）：

Dance in Cultural Context

文化的内容におけるダンス

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

ダンス

試験・課題など

試験・ワークショップ

感想を自由記入

日本ではなかなか無い授業だと思います。

1 学期
１
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
実践（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 50 分が２回

Cece Bechelli, M.A.
タップダンスを通じてアフリカンアメリカンについて学びます。

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）：

Introduction to Hospitality and Tourism ホスピタリティーと観光マネージメントの入門
Management
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

ホスピタリティー

試験・課題など

ぺーパー試験・課題提出数回あり

感想を自由記入

ホスピタリティーに興味がある方には面白い授業だと思います。内容も分かりやすいで
す。

1 学期
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 90 分が２回

Mehmet ERGUL, Ph.D
ホスピタリティーについて幅広く学ぶことが出来ます。
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

Critical Thinking
Experience

and

the

履修した授業科目名（日本語）：

Leisure クリティカルシンキング・レジャー経験

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

RPT
1 学期

試験・課題など

エッセイ課題・プレゼンテーション・ペーパー試験

感想を自由記入

サンフランシスコの非営利団体についてや、レジャーについて学部ことが出来ます。先
生がパワフルで面白いです。

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 90 分が２回

Nancy L. McGinnis, JD
サンフランシスコにあるレジャーシステム・機関について学びます。

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）：

Nikkei in the United States

アメリカ合衆国での日系人について

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

アジアンアメリカン

試験・課題など

エッセイ・試験

感想を自由記入

日本ではなかなか学ぶことが出来ない授業だと思います。

1 学期
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 90 分が２回

Wesley Ueunten
日系アメリカ人の歴史的背景について学びます。

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

Okinawan
Culture

American

Heritage

履修した授業科目名（日本語）：

and 沖縄系アメリカの遺産とカルチャー

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

アジアンアメリカン

試験・課題など

エッセイ提出・試験

感想を自由記入

多くのゲストスピーカーがいらっしゃって、とても印象的な講義でした。

１学期
３
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 180 分が１回

Wesley Ueunten
沖縄とアメリカの関係や歴史的背景を学びます。
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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）：

Foundations of Recreation, Parks, and リクリエーション・パーク・観光の組織
Tourism
科目設置学部・研究科
RPT
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

1 学期

試験・課題など

エッセイ・試験

感想を自由記入

レジャー施設（ex Gaiants studio)で実際に働かれているゲストスピーカーをお招
きしたりしました。

３
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 90 分が２回

Dr. Paige P. Viren
サンフランシスコにあるレジャー施設について主に学びます。

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）：

Grouth Through Art and Leisure

芸術とレジャーを通した発展

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

RPT
1 学期
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・アクティビティ（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 180 分が 1 回

Jennifer Der

試験・課題など

芸術を通して自分自身についての理解を掘り下げたり、芸術作品の鑑賞の仕方を学
びます。
レポート・試験・プレゼンテーション

感想を自由記入

今までに無い観点から自分を見つめ直すいい機会になりました。
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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

４月～７月

８月～９月

夏休み中、TOEFL の勉強に励んだ

１０月～１２月

書類審査の書類集めや、面接に向けた準備

２０１８年
１月～３月

明治大学主催の日本語短期留学プログラムの学生代表をしていました。

４月～７月

アルバイトで外国人案内をしていました。
留学の手続きを進める。

８月～９月

留学最終準備。現地の生活に慣れる。

１０月～１２月

中間テストや期末テストなど課題に取り組む

２０１９年
１月～３月

冬休み（１ヶ月以上）

４月～７月

中間テストや期末テストなど課題に取り組む。
帰国。

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

1 年間の語学留学を経験後、アメリカの大学で現地の生徒と肩を並べて勉
強をしたいと思ったからです。将来は、国際機関で働きたいと思っていた
為、大学院へ進学する事を視野に入れていました。現地の大学で学んでみ
て、自分の力を試してみたいという気持ちが強かったです。
留学へ行く前と後で、語学力を数字で測りたかった為、留学へ行く前にトイッ
クを受験しました。現地の大学側と連絡を取るのに時間がかかり、日程など
予定が立てずらく、出国前の夏はドタバタしてしまいました。滞在場所の確保
や航空券は出来るだけ早い段階で自分で確保出来るといいと思います。現
地の情報集めは、過去の留学経験者に聞くのが１番良いと思います。
留学先を選ぶ際には、自分の学びたい専攻分野に力を入れている大学を
重点的に見ていました。サンフランシスコ州立大学は、私が学びたかった劇
場芸術学・国際関係学で有名であった為、迷わず第一志望校で応募しまし
た。
世界中からの沢山の留学生を受け入れている印象が強いです。その為、留
学生対応に慣れている方が多く、特に手続きなどで困ったことはありません
でした。カリフォルニアという立地条件から、アジア系アメリカ人の方が多い印
象です。
寮に住むと必ずミールプランがつき、皆で食堂に行くなど、友達を作れる機
会が多いです。

寮の雰囲気

私は、とりあえず交流できる場に足を運んでいました。ジムやクラス、クラブ
活動など定期的に友人と会える機会を自ら作るといいと思います。
交友関係

大変だった事は、ルームメイトと相性が合わなかった事です。何度も寮長に
相談し、ミーティングなどを開いてもらました。
困ったこと，大変だったこ
と

アメリカの大学は、日本の大学と比べて課題の量が非常に多いです。授業
にもよりますが、グループワークや発表の機会も沢山設けられています。
学習内容・勉強について

課題・試験について

課題の量は非常に多く、留学生活中で最も勉強に時間を割きます。予習、
復習といった毎日の積み重ねをする事が大事です。大学の図書館は 24 時
間あいており、テスト期間中は特に人で溢れています。
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大学外の活動について

留学を志す人へ

前期は学内活動、後期は学外活動に力を入れていました。学内活動は主
に、ゴスペルクラブでの活動やタップダンス、ヒップホップなど人前にでる機
会を設けた事で沢山友達ができました。学外活動は、２つの会社でダブルイ
ンターンシップ をしていました。
自分が何を学ぶ為に留学をするのか、何を達成する為に留学をするのか、
という「目的」を明確にして行くといいと思います。目的を持っている人とそう
でない人では、全く違う留学になると。私は留学中困難があった際にはいつ
も、自分の目的を再確認し、初心に戻るようにしていました。留学は準備段
階から、とっても大変です。しかし、素敵な出会いや経験ができる事は間違
いないので、最後まで諦めずに頑張ってください！！私は２度の留学経験か
ら沢山のことを学ぶ事が出来ました。そして、あまり心配をし過ぎない事で
す。現地へ行った先の事は、行けば何とでもなるので大丈夫です。皆さんの
留学が最高のものとなるよう、心から応援しています。

一週間のスケジュール（例）
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

授業

自習

授業

自習

自習

自由時間

自習

自習

自習

自習

自習

自習

自由時間

自習

授業

授業

授業

授業

自習

自由時間

自習

授業

自習

自習

授業

自習

自由時間

自習

クラブ活動

ダンス練習

ズンバ

授業

ズンバ

自由時間

ジム

自習

ダンス練習

自習

自習

自由時間

自由時間

ダンス練習

午前中

午後

夕刻

夜
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)
Date：year2019month5day17

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

School of Arts and Letters

The United States
San Francisco State University / Theatre Arts
year 2018 month8～year 2019 month5
year3rd（year at your departure）
year4th （year you have belonged to at host institution）
Haven’t belonged to specific school.

Date of return

year2019month5day25

Expected year of graduation
(from Meiji University)

year2020month3

Information of Host Institution
School type

Academic calendar

National

Public

Private

Other

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

Number of students

30,000

Year of founding

1899

Fees

Local Currency
( $)

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

$11,000
$16,120

Total

$29,620

Yen

Note

1,058,400yen
1,700,000 yen ($2015×8 回)
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen

$2,500

24,0000 yen
yen
yen
yen
yen

2,782,400 yen

11

type：

International Student Center, Meiji University

Travel Information
Route：Narita Airport ~ SF
Travel Expenses
Ticket type
Outward

Open Ticket

Return
Total

\240,000

Travel company you used, guidebooks, or any other resources you referred during the preparation:

I searched my flight ticket by myself, not through a company

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

dormitory
2）Room type

Single OR

Living with others（Number of room mate

）

3）How did you find the residence?：

through school website
4）Comments ：（Describe your life at the housing and advise to students who are willing to study abroad.）

The rental was very expensive, but it was easy to make friends.

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?

There is a housing office on the campus where is easy to access.
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?

I always put my important stuffs in my suitcase having a key.
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 problem
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 used a creditcard which is called Cashpassport.
6）Are there any items you should have brought from Japan?

For stationery, Japanese ones are the best.
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.

I contacted with a person who studied there.
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)

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.

Since there are many Japanese companies on west coast in the states, making broad
networking is easy.
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)
Credits
Haven’t requested to convert any credits
25Credits
(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：

Asian American Culture
Faculty
Asian American Study
1semester
Duration
Number of credits
3
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit

Contents

Group work（tutorial, lecture, etc.）
180minutes *1times per week
Irene Faye Duller
Learing Asian American history and background.

Test, Homework etc.

Presentation

Comments / Advice

This is a class you can only take in San Francisco.
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Name of the Class：

African American Gospel Workshop
African American
Faculty
Duration
1 semester
3
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Workshop（tutorial, lecture, etc.）
180minutes 1times per week
Medeline Flamer
Lerning African American History and backgrounds through
gospel.
Presentation/Workshop
There is a opportunity to go a retreat, which was unforgettable.

Name of the Class：

Dance in Culture Context
Faculty
Dance
1 semester
Duration
Number of credits
1
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Practice and Lecture（tutorial, lecture, etc.）
50minutes 2times per week
Cece Bechelli,M.A.
Tapdance and Tapdance history
Exams and Workshop
If you're interested in Tap, I strongly recommend you.

Name of the Class：

Introduction to Hospitality and Tourism Management
Faculty
Hspitality
1 semester
Duration
Number of credits
3
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Lecture （tutorial, lecture, etc.）
90minutes 2times per week
Mehmet ERGUL, Ph.D
Lerning Hospitality, especially ariline and restaurants.
Exams ans essay
It's a class for biginners.
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Name of the Class：

Critical Thinking and the Leisure Experiencer
RPT
Faculty
Duration
1
3
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Lecture（tutorial, lecture, etc.）
90minutes 2times per week
Nancy L. McGinnis, JD
It's about leisure system and organizations in SF.
Essay, Presentation and Exams
She is the most unique teacher I've ever met.

Name of the Class：

Nikkei in the United States
Asian American
Faculty
1
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit

Contents

Lecture（tutorial, lecture, etc.）
90minutes 2times per week
Wesley Ueunten
Japanese American Hostory

Test, Homework etc.

Essay and Exams

Comments / Advice
Name of the Class：

Okinawan American Heritage and Culture
Faculty
Asian American
1
Duration
Number of credits
3
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Lecture（tutorial, lecture, etc.）
180minutes 1times per week
Wesley Ueunten
OKinawan American history
Essay and Exams
Many guests speakers come to the class.
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Name of the Class：

Foundations of Recreation, Parks, and Tourism
RPT
Faculty
Duration
1
3
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Lecture（tutorial, lecture, etc.）
90minutes 2times per week
Dr.Paige P.Viren
Learning leisure Systems in sf.
Essay and Exams
Many guest speakers visited.

Name of the Class：

Grouth Through Art and Leisure
RPT
Faculty
1semester
Duration
3
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.

Credit

Lecture and Activity （tutorial, lecture, etc.）
180minutes 1times per week
jeniffer Der
Lerning the way of seeing artworks and thinking who you are
through arts.
Essay/ Exams/Presentation

Comments / Advice
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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

April ～ July

August ～ September

During the summer, I studied for TOEFL

October ～ December

Preperation for the documents of Document examination and
the interview.

January ～ March,
2017

I was a representative for Japanese language grogram for
international students which Meiji University held.

April ～ July

As a part time job, I was a guide for foregners. Continue
procedure for study abroad.

August ～ September

The final prepairation

October ～ December

Preparation for exams

January ～ March
2018

Winter Break

April ～ July

Preparation for exams

August ～ September

October ～ December
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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

After studying abroad in new york to improve my English, I
decided to study in an American University. My dream was
working for international organizatios, so I was thinking about
applying for a graduate school.
Before studying abroad, I took TOEIC to check my English level
and compare before and after. I strongly recommend you to
reserve your flight tickets and an accomodation.

This university is well known for Theater Arts and
International Relations which I wanted to learn.

There are many international students in the campus. And the
majority of the students is Asian American.

There are many opptunities you can make friends. For example,
you can have meals with your dorm friends.

I tried to make any chance to make friends as much as I can.
Friendship and community
you belong to

I had problems with my roomates, so I asked RA to hold a
meeting sometimes.
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.)

Many homeworks, groupwork and presentations are given in
your class.

There are my homework more than you can imagine. The
library is open for 24h.
About
exams

homework

and
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About extra activities

Messages and advice for
students wishing to study
abroad

I belonged to a gospel club in Fall semester. And I tried hiphop
and Tap as well. During Spring semester, I tried double
internships.
I strongly recommend you to make sure your pupose and goal
through your study abroad, since it was very helpful when I got
a trouble. Ready for study abroad also takes a lot of work and
time, but good opportunities are waiting in the world. I could
learn many things through study abroad. And don't be so
worried. Just only bring your passion ! wish you all the best!

Weekly schedule during the study abroad (Reference)
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Class

Homework Class

Homework

Homework

Free

Homework

Homework

Homework Homework

Homework

Homework

Free

Homework

Class

Class

Class

Homework

Free

Homework

Class

Homework Homework

Class

Homework

Free

Homework

Club
Activity

Dance

Zumba

Class

Zumba

Free

Gym

Homework

Dance

Homework

Homework

Free

Free

Dance

Morning

Class

Afternoon

Evening

Night
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