
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 １１月 4日 

留 学 先 大 学 ジョージア大学 

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－2018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２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。 

ジョージア大学に留学した人や現地の留学アドバイザーと連絡を取って情報を集めました。寮と Meal Plaｎについてはよく確

認しておいたほうがいいと思います。予防接種やビザの手続きなどで出発前はかなり忙しくなります。早めにできることから準

備しておきましょう。 

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：米国大使館 

ビザ取得所要日数：2 週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約３万円 

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？ 

顔写真、DS-160(オンラインで作成)、パスポート、DS2019、面接の予約証明書、SEVIS の支払い証明書、残高証明書。 

顔写真はスマホで撮って自分で印刷しました。DS2019 はジョージア大学から入学許可証と一緒に送られてきます。残高証

明書は取得まで 1 週間ほどかかりました。SEVIS の支払い証明書はレシートのことです。コピーしておくのを忘れないようにし

ましょう。これらをクリアファイルなどに入れて持っていくとスムーズに手続きできると思います。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカ大使館のホームページで申し込みをして、必要な書類を揃え提出します。その後 SEVIS の費用を払い、面接の予約

をして、面接会場に向かいます。 

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？ 

授業料はもう払ったのか、誰が払うのか、どこに滞在するのかなど簡単な質問でした。２分ほどでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

書類の作成と面接の予約は早めにしたほうが良いです。面接をしてからは１週間ほどで届きますが、面接の日程が少ないの

で、思っていたよりもビザを取得するのに時間がかかりました。また、面接のために授業を欠席しなければなりませんでした。 

必要な書類が多いので、早めの準備が大事です。 

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） 

現地で使うためのクレジットカードやデビットカードを用意すると良いです。カード支払いができないお店はほとんどなかったの

で、現金はほとんど使いませんでした。 

携帯電話は日本で使っているものを持っていきました。おすすめなのは、日本で格安SIMカードを購入して、それを自分のス

マホに入れて持っていくことです。２GB もあれば十分だと思います。大学内ではどこでも Wi-Fi に接続できますが、稀に障害

が起きて Wi-Fi に接続できないことがあったので、SIM カードを買ったほうがいいと思います。 

大学からバスでウォルマートに行くことができるので、生活に必要なものはそこで買うことができます。しかし遠いので、持って

こられるものはすべて持ってきたほうがいいと思います。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 
JTB を利用しました。成田から直行便が出ています。 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 
ハーツフィールド・ジャクソン・アト

ランタ国際空港 

現地到着時刻 7/28 ２０時頃 

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  

Groome Shuttle  

（シャトルバス）              

移動の所要時間 １時間 30 分 

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 

入国審査はかなり時間がかかるので、シャトルバスの予約は時間に余裕をもってしましょう。乗り遅れても、後発のシャトルバスに乗れま

す。バス停の場所が分かりにくいので、必ず空港の人に聞いて確認してください。料金は約４５ドルです。 

大学到着日 ７月２９日 

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４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（4 人部屋 個室あり） 

ルームメイト 日本人学生☑他国からの留学生 その他（     ） 

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 住居についての説明のメールが送られてくるので、そこで申し込みができます。 

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？ 

住居は渡航前に見つかりますが、オリエンテーション中には別の寮に住まなければいけなかったので、移動が少し面倒でした。留学アドバ

イザーと、こまめに連絡を取って確認したほうがいいと思います。 

住む場所が無くて困るということはありませんでした。 

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 ７/31－8/5 

参加必須ですか？ ☑必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   ☑有料（金額：約 4００ドル） 

内容と様子は？ 保険や危機管理についての説明、歓迎パーティー 

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１３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。 

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？ 

Meal Plan、健康保険への加入。どちらウェブですぐに申請できます。 

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？ 

現地で携帯電話は購入しませんでした。日本で格安 SIM カードを購入して持っていきました。  

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５日頃から） 

    ☑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？  

出発前に登録をしました。 

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？ 

授業が始まってから一週間ほどお試し期間があるので、そこで履修科目の修正ができます。授業には定員があるので、早め

に登録をしておいたほうが良いです。現地大学の許可を取らないといけない授業もありましたが、メールで申請すれば問題

なく履修できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
      朝食       朝食                   

8:00 
起床 授業 起床 授業 起床 起床 起床 

9:00 
朝食 授業 朝食 授業 朝食 朝食 朝食 

10:00 
                                          

11:00 
日本語クラスで 

アシスタント 

      授業       日本語クラスで

アシスタント 

教会で 

Bible Study 

      

12:00 
授業       授業       授業 教会で 

Bible Study 

      

13:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

14:00 
      授業       授業                   

15:00 
Study Group 授業       授業 Study Group             

16:00 
Study Group                   Study Group             

17:00 
            授業       Study Group             

18:00 
            授業                         

19:00 
夕食 夕食 授業 夕食 夕食 夕食 夕食 

20:00 
            授業                         

21:00 
            夕食                         

22:00 
                                          

23:00 
就寝  就寝    就寝 

24:00 
      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。 

ジョージア大学はアトランタから車で 90 分ほど離れたアセンズという町にあります。アトランタはそれほど治安が良くないら

しいですが、アセンズはとても安全な街です。カレッジタウンで、大学と周辺に住んでいる人の関係が密です。気候は東京に

とても似ています。夏は少し湿度があり気温が高いです。冬は東京ほど寒くないので過ごしやすいです。学生のほとんどが大

学の近くに住んでいるので、いつでも一緒に出掛けたり、食事をしたりできます。学部に所属することなく、自由に好きな授業

を取れるので興味のある分野について学べると思います。 

授業はとてもおもしろいです。先生が楽しい授業になるように工夫していると感じます。ディスカッションやグループワークが

多いです。課題もかなり多いですが、先生やクラスメイトと協力すればついていけると思います。授業と先生によってかなり違

うので、シラバスをよく確認しておきましょう。 

交換留学生は East Campus Village という寮に住むことになります。この寮は比較的新しい寮なのですごくきれいです。4

人部屋ですが、一人一人の個室があるのでプライベートの心配はありません。4 人でキッチン 1 つ、バスルーム２つを共用し

ます。個室には、机、いす、たんす、ベッド（シーツや枕はなし）しかなかったので、自分でそろえる必要がありました。キッチン

に冷蔵庫がありますが、火を使えないので自炊はかなり難しいです。Meal Plan に入ることをお勧めします。Meal Plan に入る

と、大学内の食堂で３食いつでも食べることができます。食堂のメニューはバラエティーに富んでいるので、食事に困ることは

ないです。寮から徒歩３分ほどのところにも食堂があります。寮の中に、自習室、洗濯機と乾燥機があります。今のところ生

活に困ることはほとんどありません。 課題やテスト勉強が大変ですが、友達と一緒に勉強したり遊んだりする時間があるので

とても充実しています。留学生が参加できるプログラムやイベントも多いので、すごく楽しいです。 

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。 

英語の勉強はもちろんですが、何でもいいので日本の文化を少し調べておくといいと思います。特にアニメや漫画、日本

料理に興味を持っている学生が多い印象です。また、授業以外でも何かを学べる機会が多いので、いろいろなことに積極的

にチャレンジすると良いと思います。志望理由を書いたり、荷造りをしたりと準備が大変ですが、ジョージア大学ではとてもい

い経験をできると思います。あきらめずに頑張ってください。ジョージア大学の留学担当の人はとても親切なので何か問題が

起きた時はメールを送れば助けてくれるはずです。 

 


