
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 10月 16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7月－2019年5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。 

実際にジョージア大学へ留学した先輩と連絡を取り、不安なことを相談していました。また、ジョージア大学の留学生を担当するカウン

セラーに不明点があったらすぐにメールを通じて連絡をしていました。 準備不足だったと思う点は、もう少し英語力を上げていくべきだ

と感じました。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） 

ビザの種類：J−１ 申請先：米国大使館 

ビザ取得所要日数：２週間弱 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 180 ドル 

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？ 

パスポートのコピー、留学先の大学からの入学許可書、DS -2019 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカの大使館ホームページへ行き、J−１ビザを選択し、ビザに関する書類の作成をします。作成時に多くの質問事項が 

多く２時間ほどかかったので時間に余裕をもって完成させると良いでしょう。書類が作成できたら、SEVIS 費用を払います。払い戻し等

ができないので、慎重に行ってください。書類と支払いが完了したら面接の予約をします。当日は面接予約確認書の印刷したもの・DS

−160 フォーム確認ページのコピー・証明写真１枚・パスポート・SEVIS 費用のレシートをクリアファイルにまとめることをおすすめします。 

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？ 

滞在先、滞在理由 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

5 月下旬から面接予約が多くの留学生等で埋まってくるので早めに済ませましょう。書類の完成にも時間がかかることを考慮してくださ

い。私は、6 月中旬にビザの取得手配をしたのですが、面接日がほとんど無く、焦りました。 

ビザの面接は、２〜３問聞かれただけで緊張する必要はありません。服装もスーツなどを着ていく必要はないです。手荷物のサイズが

決められているので、気をつけましょう。 

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） 

大学のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝで Bank of America で銀行口座の開設ができるのですが、そこに送金されるまでに時間がかかるの

で事前に開設するといいでしょう。Venmo といった個人間送金アプリを利用することが多くあるので Bank of America の開

設ができているととても便利です。   



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 旅行サイトで航空券を入手しました。 

大学最寄空港名 アトランタ航空 現地到着時刻 20 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  そ の 他     

                 

移動の所要時間 ２時間 

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 

アトランタ空港から出ている Groom Shuttle を利用しました。ネットでバスを予約しました。バスの停車場が見つかりにくかったので、時

間には余裕があるといいと思います。バスが時間通りに来なかったり、予約リストに名前が入ってないなど言われることがあるので、バス

の予約完了レシートのコピーを持っておくことをお勧めします。実際に私もドライバーさんの手元の名簿に名前が書かれていなかったの

ですが、レシートを見せたら問題なく乗れました。 

大学到着日 ７月２８日１５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：８月３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（     ） 

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 ジョージア大学から寮の情報がきたので、提示された手段に従って申し込みました。 

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？ 

ルームメイトはランダムです。 

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月 28 日〜8 月３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：３００ドル 程） 

内容と様子は？ 銀行口座の開設、保険、ビザについて、大学内のツアー、アルコールや薬物、性についての講習、大学生

活に必要なものの準備でスーパーへ買い出し、レクリエーション 

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？ 

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？ 

日本の保険に入っているのなら、Waiver を提出し、現地の保険と二重加入にならないようにしなければならない。 

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？ 

していない 

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？ 

していない。Softbank であれば、設定を変えればパケット料金を発生させずに Wi-Fi（Sprint）を利用できます。   



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 月上旬） 

    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？  

現地の学生と同じ期間で履修登録をするので、人気のある授業だとすぐに埋まってしまうことがある。また、履修するのにあらかじめ受

講をしていなければならないクラスがあるので、その際は留学担当をしてくれているカウンセラーにメールを送りました。ただ、この時期

留学担当のカウンセラーはとても忙しいので早めにメールを送るといいでしょう。 

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？ 

現地で履修変更は可能です。授業が開始されてから１週間はお試し期間なので、その際に変更や追加ができます。 

 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 課題 課題 

10:00 
予習 予習       予習 予習 課題 課題 

11:00 
授業              授業 課題 課題 

12:00 
授業                   授業             

13:00 
授業 授業       授業 授業             

14:00 
授業 授業       授業 授業             

15:00 
昼食 勉強 昼食 勉強 昼食             

16:00 
勉強 授業       授業 勉強             

17:00 
勉強 授業       授業 勉強             

18:00 
      クラブ活動                               

19:00 
                  課題                   

20:00 
                  課題 ジム             

21:00 
ジム       ジム       交流会 交流会       

22:00 
ジム       ジム                         

23:00 
                                          

24:00 
                                          

  



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〉 

ビジネスに強い大学で、全米のビジネス分野で Top30 に入る。そのため、ビジネスに関するゲストスピーカーやイベントも

多いです。大学はかなり広いので、寮からクラスを行くのに大学専用のバスを利用します。大学内で行われるイベントも多

く、毎週なにかしらのイベントがおこなわれており、金曜日と週末は大学内のシアタールームで映画が見られます。また、

ジョージア大学の学食は全米学食ランキング１０位で有名であり、 キャンパス内に５つのビュッフェスタイルの学食を楽し

めます。  

 

 

 

〈授業〉 

ほとんどの授業に TA（Teaching Assistant,補助教員）がいるので授業で不明な点があればすぐに聞くことができます。課

題も多く、各自で進めておく読みものもあります。私が受講していたクラスは期末試験が４つあったので毎月１回は試験が

ありました。期末試験勉強に初めは何十時間も費やしても良い点が取れない難しく、苦戦しました。日頃の予習・復習は

本当に大切です。授業では発言する生徒が多く、居眠りをしている生徒はほとんど見受けられませんので、ジョージア大

学の学生は皆真面目で勉強熱心な人が多いです。 

 

 

 

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。 

ジョージア大学で何を学びに来たのか、留学後はどんな自分になっていたいのかを明確にしましょう。勉強が大変ですの

で、モチベーション維持のためにもなりたい自分像をしっかり持っておく必要があります。また、洋書を普段から読んでおく

ことや明治にいる留学生たちと日本にいる頃から交流を持ち英語を話す環境に慣れておくことも必要だと感じます。 ジョ

ージア大学は面白い授業やイベント、素敵な学生との出会いがたくさんありますので、皆さんぜひ頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


