
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 12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 2018年8月－2019年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 理工学部応用化学科     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。 

出発前は、明治大学の留学報告書を読んで情報を集めました。しておいて良かったことは、かなり前から情報を集めていたことかなと思

います。（入学した頃から) 

準備不足だったことは、実際に留学した学生と会うべきだったかなと思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J1 申請先：アメリカ 

ビザ取得所要日数：7 日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：2 万円 

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？ 

パスポート、入学許可証、証明写真、sevis 領収書、DS-2019 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンラインで申し込み、支払い、予約→大使館で面接 

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？ 

今何をしていますか？という質問を受けました。学生ですと答えて面接は終わりました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特にありませんでした。 

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） 

携帯電話に関しては、ソフトバンクのアメリカでも日本と同じように使えるプランに加入していたので、特に何もしませんでした。 

クレジットカードに関しては、トラブルに備えて出発直前にもう１枚入手しました。 

予防接種については、留学に行くことが決まり次第すぐに済ませた方がいいと思います。 



 

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 HIS 

大学最寄空港名 LAX 現地到着時刻 午前 11 時 

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

(Uber)  

そ の 他     

                 

移動の所要時間 １時間程度 

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 

Uber またはタクシーで移動できると思います。Uber は利用したことがない人がほとんどだと思うので、乗り方などを予習した方がいいかと思

います。料金は２０ドル程度でした。 

大学到着日 8 月 18 日 11 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：     月     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（3 人部屋） 

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、フランスからの留学生） 

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 現地の大学の寮申し込みサイトから申し込みました。 

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？ 

渡航前に見つかりました。 

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 到着してから一週間はオリエンテーションの週でした。 

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？ 寮の説明を受けたり、近くの観光地への旅行もありました。 

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 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？ 

特にありませんでした。 

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？ 

特にありませんでした。 

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？ 

しませんでした。 



 

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（5 月 1 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？  

希望する授業のリストを提出し、12 単位以上になるようにする。 

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？ 

ほぼ希望通りに取れました。 

 

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 
授業 授業       授業                   

9:00 
授業 授業       授業                   

10:00 
授業                   図書館       図書館 

11:00 
                        図書館       図書館 

12:00 
授業       授業       図書館       図書館 

13:00 
授業       授業                   図書館 

14:00 
授業       授業                   図書館 

15:00 
      授業       授業                   

16:00 
      授業       授業                   

17:00 
      授業       授業 外出 外出       

18:00 
図書館 授業 図書館 授業 外出 外出       

19:00 
図書館 授業 図書館 授業 外出 外出       

20:00 
図書館 図書館 図書館       外出 外出       

21:00 
図書館 図書館             外出 外出       

22:00 
図書館 図書館       外出 外出 外出       

23:00 
就寝 就寝 就寝 外出 外出 外出       

24:00 
                   外出 外出       



 
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。 

留学先大学に関しては、学生の多くが常識的でしっかりしている人が多いと思います。また、学生による組織(USU?)などが

多くのイベント(週末に学校内の映画館で映画、プールで映画、芝生で映画、ストレス解消のためにセラピードッグを連れて

来る）を企画してくれて、暇になることはないなという感じです。 

 

授業に関しては、今学期の授業は簡単なものを取りすぎたなと感じています。こちらに来る前は、全部英語だ、とかアメリカの

学生はすごく勉強するよ、などとかなり驚かされましたが実際に受けてみると、丁寧に説明してくれてゆっくりと話してくれる先

生が多いので、ほとんど理解できます。化学の授業を主に履修していますが、多くの用語が日本で学んだものと共通してい

る、というのも理解しやすい一つの理由かなと思います。 

 

寮で生活していますが、自分のルームメイトや現地で作った友人たちは常識的できちんとしているので、特に困ったことはあり

ません。また、こちらの学生は、平日はしっかり勉強して週末はかなり遊ぶという人が多いです。寮に関しては、Hillside, 

Parkside, ihouse(i=international?), Beachside の４つがあります。 

Hillside(食堂美味しい、建物少し古い、エアコンなし) 

Parkside(食堂美味しい、学校の敷地の端の位置している） 

ihouse(留学生向け) 

Beachside(現地の３年生（上級生向け)）、食堂はあまり美味しいわけではない) 

自分は現地の学生の友達を作りたいなと思い Beachside を選びましたが、大成功したという感じで週末は大抵 10 人くらいと

出かけています。また Beachside の学生の多くは車を持っているので、かなり遠くまでロードトリップすることもあります。 

 

 

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。 

すべてのことに関して、とにかく早めに準備した方がいいと思います。また GPA は後からはどうしようもないので、留学をしたい

なと少しでも思ったらとにかく上げることを意識した方がいいかなと思います。自分は留学前、GPA や TOEFL のことばかり考

えていて、いつも精神的に焦っていた気がします。 

他には、こちらに来てから勉強ばかりに追われることを避けるために、できるだけ日本にいる間に勉強しておいて貯金を作っ

ておいた方がいいかなと思います。（特に理系、化学専攻の場合) 

 


