
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 11月 10日 

留 学 先 大 学 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 

 

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 2017年8月－2017年12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。 

・準備…情報収集は留学経験者に話を聞きながら進めた。初めての協定校で前例が無かったので、分からないことがあれ

ば留学先に直接質問した。出発前に、留学先で履修する授業と関連のある授業を履修した。英語力を上げるために、英検

や TOEFLなども積極的に受験した。帰国後すぐに就活が始まるので、2年のうちに夏のインターンシップに参加した。 

・準備不足…リスニングの強化。現地の人と話せる話題がもっと沢山あれば良かったかなと思う。 

 

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：J-1 申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：1週間 

（申請してから何日／週間要したか） 

 

ビザ取得費用：4～5万 

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？ 

申請に必要なDS-2019フォームが、4月に留学先から届いた。そこから取得の準備を始めたが、4月前に申請の流れをひ

と通り確認しておくと良いと思う。必要な書類・手順はビザ申請のサイトを参照した。 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンラインで書類を完成させる・料金を支払う・面接を予約するなど。途中で分からないことがあれば留学経験者に聞いた。 

 

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？ 

自分の名前、留学の目的、滞在期間などの基本的な情報。 

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ビザは早い段階から申請して、必ず余裕をもつことが大切。私は 5月にビザを取得した。 

ビザ申請に必要な写真のアップロードは戸惑った。写真屋さんに撮影してもらい、アップロード用のデータをもらった。 

 

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） 

現地で現金をおろすことが出来るデビットカードを用意した。予防接種は、人によっては１回では終わらないので計画的に行

うことが大切だと思う。 

  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アメリカン航空 

航空券手配方法 
明大サポート 

 

大学最寄空港名 
ロサンゼルス国際空港を利用 

 
現地到着時刻 午前 10 時 55 分 

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 
30～40 分くらいだったと思う。 

 

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 

現地に到着したのは寮の入居日の前日だったので、その日は大学周辺のホテルに滞在した。タクシーでロサンゼルス国際

空港からロングビーチのホテルまで行くと 70 ドルはかかる。ホテルからは無料のシャトルバスが出ており、それを利用して 

ホテルから大学まで移動した。 

 

現地到着日 
8月 18日 午前 10時 55分 

 

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 19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（現地のアメリカ人） 

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 留学先大学のホームページから申し込んだ。 

 

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？ 

渡航前にすぐ見つかった。寮の代金の支払い方法が分かりづらく、何度も寮に問い合わせた。 

 

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 8月 19 日－24日 

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？ 留学生・新入生・寮に入居する人を対象にしたオリエンテーションがいくつかあった。 

内容は、キャンパスの案内・授業の履修・単位などに関する説明や、人種差別・ドラッグ・飲酒な

どに関する注意など。 

 

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 28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？ 

特になし。 

 

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？ 

特になし。 

 

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？ 

開設しなかった。 

 

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？ 

ルームメイトに付き添ってもらい T-Mobile で携帯を購入した。購入にはパスポートが必要だが、特に難しい手続きはなく、説

明を聞いて提示された書類にサインをした。ウェブサイトからサービス料金を毎月 50 ドル支払った（本体価格は別）。 

  

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（2月に希望を出した。その後、留学先と何度かやりとりをして、5月に履修登録が完了した。） 

    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（最初の希望はオンライン

で登録したが、その後のやりとりでは、最終的にメールで希望を出した。） 

 

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？ 

交換留学生の方が授業料負担型の人よりも早い段階で授業登録してもらえるので、希望が通りやすいかもしれない。 

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？ 

空きがあれば現地でも変更・追加は可能だと思う。最初はすべて映画関係の授業を履修するつもりだったが、映画専攻で

はないため現地の留学担当者に断られた。しかし、1つでも履修したいという旨を伝えたところ、映画史は取ることが出来た。

その後、再び希望する授業を提示し、希望した順にすべて履修することが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
起床・準備 起床・準備 起床・準備 起床・準備 起床・準備 起床・準備 起床・準備 

9:00 
 Foundation 

Drawing 

 Foundation 

Drawing 

1日 課題 1日 課題の 

デッサン 

1日 課題 

10:00 
自習 Foundation 

Drawing 

自習 Foundation 

Drawing 

   

11:00 
ブランチ Foundation 

Drawing 

ブランチ Foundation 

Drawing 

   

12:00 
 ブランチ  ブランチ    

13:00 
自習  Film History     

14:00 
自習 自習 Film History 自習    

15:00 
自習 Introduction to 

the Visual Arts 

Film History Introduction to 

the Visual Arts 

   

16:00 
自習 Intoduction to 

the Visual Arts 

Film History Introduction to 

the Visual Arts 

   

17:00 
American History  American 

History 

洗濯    

18:00 
American History  American 

History 

洗濯    

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食    

20:00 
       

21:00 
       

22:00 
自習 自習 自習 自習    

23:00 
自習 自習 自習 自習    

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

 
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。 

・授業…課題（特に教科書を読む量）が多いです。授業のない 3日間は課題に費やしています。授業で分からない部分は、

オフィスアワーに行けば教授が親切に教えてくれます。 

・寮…私はキャンパス内の International House という場所に滞在しています。そこでは現地の学生と留学生をペアにしてくれ

ます（そうならない場合もあるようですが）。人気がある寮で、談話室も広々としていて綺麗です。 

・生活全般…特に病気やトラブルもなく、充実した毎日を送っています。周りの学生は親切な人が多く、ルームメイトも「分か

らないことがあれば何でも言って」という感じで、いつも頼りにしています。車がないと移動できないのが不便です。 

・気候…意外と 1 日の寒暖差が激しいです。夏でも朝と夜は羽織るものが必要だと思います。 

 

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。 

まずは学内選考に通過することが大切です。面接で目的や将来のビジョンをしっかりと伝えることが出来れば、必ず合格

できると思います。あとは毎日英語の勉強を継続することが必要です。頑張って下さい。 

 


