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 留 学 報 告 書  
記入日：2020 年 6 月 15 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 政治経済学部政治学科 

留学先国 アメリカ 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： アーカンソー州立大学 

現地言語： Arkansas State University 

留学期間 2019 年 8 月～2020 年 5 月 

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 特になし年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
Computer Science 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 3 月 31 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 月中旬～12 月中旬 2 学期：2 月中旬～5 月中旬  

3 学期：      4 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 55000 人 

創立年 1909 

 

留学費用項目 現地通貨 

($) 

円 備考 

授業料 0 0 円 交換、協定留学 

宿舎費 6000 60 万円 以下二学期計算、コロナの早期帰国は無視 

食費 5000 50 万円       

図書費 ０ ０円       

学用品費 500 ５万円 教科書代 

携帯・インターネット費 500 ５万円 ソフトバンク、アメリカ欠け放題 

現地交通費 ０ ０円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 3000 ３０万円 現地での二回分の旅行も含める 

被服費 ０ ０円       

医療費 ０ ０円       

保険費 1,000 10 万円 形態：明治共通 

渡航旅費 15000 15 万円 往復 

ビザ申請費 500 5 万円       

雑費            円       

その他            円       

その他            円       

合計 18000 180 万円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田空港 目的地：メンフィス国際空港 経由地：ダラス国際空港 

復路 出発地：メンフィス国際空港 目的地：羽田空港 経由地：シカゴ国際空港 

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：アメリカン航空 

料金：150,000 

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：      料金：      

復路 航空会社：      料金：        ∴合計：      

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：     ） その他（     ） 

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（寮の名前：north park）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

留学先大学サイト 

5）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） 

ぼったくりレベル。何もないのに、何処よりも高い。選択の前に留学先とコンタクトを取るべき。 

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：        ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：                                      ） 

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？ 

友達が危ない場所は教えてくれた。マクドナルドの裏は銃声も聞こえるレベルで危ない。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 
（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。） 

wifi あり。弱いが。 

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。） 

クレジットカードを使用。学費の納入は親のカードで。 

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。 

日本食。現地は高い。 

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。） 

授業が始まって 1 か月以内に払う。クレジットで支払い。 
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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） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

23 単位 
不明単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ なし。二学期目に制限はありになったが、交渉すれば大丈夫。 

3)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。 

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）： 

Intro to model United Nations 国連モデル 

科目設置学部・研究科 政治学科 

履修期間 秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回 

担当教授 Dr.Cameron 

授業内容 国連のシステム、組織図、問題、国連を模した議会、ディベート 

試験・課題など 試験は 2 回、毎回小テスト 

感想を自由記入 日本人に優しく、何を書いても、書けば点数をくれた。議論はすごく緊張する。他生徒

のレベルがかなり高い。教授の英語が全く聞き取れない。 

 
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）： 

Intro to psychology 心理学入門 

科目設置学部・研究科 心理学科 

履修期間 秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回 

担当教授 Ms.Hance 

授業内容 心理学についての科学的講義、実験参加 

試験・課題など 毎回宿題有、テストは 4 回選択式 

感想を自由記入 課題が多すぎる、日本人には厳しいかもしれない。 

 

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）： 

social problems 社会問題、課題 

科目設置学部・研究科 社会学科 

履修期間 秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回 

担当教授 Ms.Bardy 

授業内容 社会課題の説明、紹介、プレゼンテーション 

試験・課題など 毎週オンラインテスト、2 回のまとめオンラインテスト 

感想を自由記入 難しくはないが、かなり問題が多く、教授はすべて口頭で終わらせる 
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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）： 

Concept of programming プログラミング概念 

科目設置学部・研究科 コンピュータサイエンス学科 

履修期間 秋学期 

単位数 4 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義、研究室（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 1 時間 50 分が 3 回 

担当教授 Mr.Saldivar 

授業内容 プログラミング基礎からゲーム作成まで、python を使う 

試験・課題など 週 3 つほどの課題、4 回のテスト 

感想を自由記入 難しすぎる、英語が堪能、IT 知識がある人でないと厳しい 

 

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）： 

structure programming 体系的プログラミング 

科目設置学部・研究科 コンピュータサイエンス学科 

履修期間 春学期 

単位数 4 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義、研究室（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回、2 時間が 1 回 

担当教授 Ms.Draganjack 

授業内容 C++を用いた、データ構造、データ分析 

試験・課題など 週 1 回課題、小テスト、テストが 4 回 

感想を自由記入 前期コンセプトを取っていれば難しくはない 

 

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）： 

Criminal investigation 犯罪捜査学 

科目設置学部・研究科 犯罪学科 

履修期間 春 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 2 時間 30 分が１回 

担当教授 Dr.Molder 

授業内容 犯罪捜査の工程、極意について学ぶ 

試験・課題など 全てオンラインでの提出、週一で宿題、テストが 4 回 

感想を自由記入 簡単、楽、面白い。 
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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）： 

Introduction to computer コンピュータ入門 

科目設置学部・研究科 コンピューターサイエンス 

履修期間 春学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回 

担当教授 Dr.Su 

授業内容 コンピューター全体の基礎、予備知識、主に OS や Windows、Office など 

試験・課題など 週一にテストと課題 

感想を自由記入 他の授業に時間を割いていたので授業を受けずに落とした。 

 

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）： 

Web application Development ウェブアプリ開発 

科目設置学部・研究科 コンピューターサイエンス 

履修期間 春学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況 不明単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義、研究室（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 50 分が 3 回 

担当教授 Mr.saldivar 

授業内容 ウェブアプリ開発に関する授業、発表、JavaScript、SQL を使用する 

試験・課題など 最終課題としてアプリの提出、発表のみ 

感想を自由記入 学部授業で一番難しい授業だと思われる。知識がない人は絶対履修しないほうがい

い。 

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2 以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，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，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※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。  

コンサル、IT、金融、外資 

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。 

※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。 

自分と同じ年次であれば、就職は考えずに留学に行けます。就活で話せることも無限に広がります。ぜひ行きましょ

う！ 

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，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

やりたいことが広がりすぎて、今後どうすればいいか悩んでいます。やりたいことをやればいいと思います。何かあれば

相談してください自分に！ 
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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，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確

保，留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

201８年 

１月～３月 
 

４月～７月 
明治大学入学、英語の授業には力を入れていた。国際事務室で留学に関する相

談、情報収集をしていた。 

８月～９月 フィリピンエンデランに留学 

１０月～１２月 今回の留学の学内選考応募、書類提出、面接 

２０１９年 

１月～３月 
協定留学合格通知 

４月～７月 英語・IT の勉強、協定校との手続きを進める、ビザ申請 

８月～９月 アメリカへ出発、到着、各種イベントへ参加し友達作り 

１０月～１２月 アメリカ秋学期、冬休み 

２０２０年 

１月～３月 
冬休み、春学期 

４月～７月 コロナにより早期帰国 

８月～９月       

１０月～１２月       
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留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由

に記入してください。 

 
アメリカのロングビーチ校が第一志望でしたが、学内選考の結果、アーカンソー州になりました。アーカンソー州が田

舎だと危惧している人々へ伝えたいことがあります。本音で書きます。都会とか関係なく、アメリカで何をしたいのかが

一番大事です。私は IT を学びたかったので、その点、アメリカは素晴らしい場所でした。また、確かに田舎でしたが、

その分、現地の人々や他国の留学生とは強い関係を構築しました。都会では味わえないことが魅力と語る留学生も

多く、良い人がとても多かった印象です。行く場所・遊ぶ場所がないからこそ、多くの時間を IT・プログラミングに使え

ましたし、学部が同じ外国人の友達と何時間も図書館にこもって勉強をしました。勉強を終わらせれば、その分週末

はみんなでパーティを開き、存分に遊ぶことができます。都会にいても、田舎でも、相手とのコミュニケーションこそが

留学に対する一番の充実感につながと思います。私は、幸いなことに、多くの友達が出来て、秋休みと冬休みは、彼

らと旅行に行きました。メキシコ人の友達とメキシコにも行きました。海外の人とこんなに長くかかわったことはないし、

みんなやりたいこともしっかりと持っていて、自分自身もいい意味で影響されて、視野が広がったと思います。英語力

でいうと、TOEIC は 700 点から 900 点にあがりました。会話にも自信はあります。しかし、留学に行ったらみんな上手

になるは幻想です。現に、正直、友達は本当に下手です。アメリカで何してたの？と言いたくなるほどな人もいます。

自分を本当に追い込んで、英語に浸りました。辛すぎて日本人の友達と思いっきり日本語を話したりもしましたが、そ

れだけ自分から人とかかわって、行くことが自分の成長に繋がります。総じて、アーカンソー州立大学は素晴らしい場

所でした。また行こうとも考えています。これを読んでいる人で、気になったことがあれば相談してください。 

 

 


