
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 8月 9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－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。 

ネットである程度どのようなものが必須であるかを確認し、後は実際に行った先輩方に疑問な点を聞きました。 

クレジットカードを持っていく事と携帯を sim フリーにして持っていくと楽です。 

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：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：2 週間程 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：160 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、証明写真、SEVIS 支払い領収書、DS2019（大学から届く） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類全てが整い次第、アメリカ大使館ホームページで面接の予約をする 

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？ 

どのような目的でアメリカに行くのか、どの期間、どこに行くのか 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

面接時間は早朝を選ぶこと、証明写真には細かい注意点があるのでしっかりと HP で確認をする 

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） 

携帯電話を SIM フリーにして持っていきました。 現金を使う場面はほとんどないですが、念のため日本で両替をして持って

いきました。 クレジットカードは必須です。 



 

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 ネット（Skyscanner）   ※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 アトランタ空港 現地到着時刻 8 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 バスは 1 時間半程 

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 

空港を出たら、無料のバスを使って Groome Tranportation というバスの乗り場まで移動をする秘湯があります。バスは 39 ドルでした。 

大学到着日 7 月 29 日１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（3 人での部屋だが、1 人の private bedroom

がある。） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 ☑その他（1 人他国からの留学生、2 人現地の学生） 

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 大学からメールでリンクが送られてくる、その際に寮に住みたい意思を伝える 

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？ 

渡航前に手続きを全て終わらせました。メールでルームメイトや部屋の説明が送られてきました。 

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 7 月 30 日から 8 月３日まで 

参加必須ですか？ ☑必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   ☑有料（金額：425 ドル） 

内容と様子は？ 携帯、銀行、他の学生との交流、大学内施設の案内等 

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？ 

オンラインで visa や passport、DS2019 の写真を提出する。一週間にわたるオリエンテーションの中で済ませる必要があります。それを済

ませないとクラスの変更や追加が出来なくなってしまいます。 

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？ 

特になかったです。 

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？ 

Bank of America にしました。オリエンテーション中にパスポートの簡単な情報を書き込み、後日自分達で downtown にある Bank of 

America でもう一度情報を確認後カードなどを送って頂ける形。開設は無料、最初に最低 25 ドルを口座に預金する必要がある。 

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？ 

持って行った SIM フリーの自分の携帯に Tmobile で五人の友達と家族契約をしました。１か月に２８ドルで１０GB という契約内容です。 



 

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（４月２０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？  

4 月にオンラインでの登録がある。現地についてからも変えることが可能だがクラス履修は早めに終わらせることを勧める。280 人単位の

クラスでもすぐに人がいっぱいになる。 

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？ 

可能。多くの授業には pre requisite という先に取らなくではならない授業がある為、それらの情報をよく確認して履修を進めるとよい。 

 

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                        

9:00 
起床      復習       復習                        

10:00 
授業 復習      授業      復習      授業             

11:00 
復習    復習      復習      復習                        

12:00 
復習 授業      復習      授業      授業                  

13:00 
授業  授業      授業      授業      授業      課題 課題      

14:00 
                              課題      課題      

15:00 
                              課題      課題      

16:00 
                                          

17:00 
      クラブの集まり   

   

                              

18:00 
      クラブの集まり   

   

                  ジム            

19:00 
                                          

20:00 
ジム      ジム      ジム      ジム      ジム      映画 ジム      

21:00 
                        イベントの手伝

い等      

            

22:00 
                                          

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。 

月曜日から金曜日にかけては授業や課題をやる他に大学内で行われる多くのイベントに参加しています。毎日必ず一つは

何かしらのイベントがあり、例えば金曜日には international coffee hour と呼ばれる毎週異なる国の料理を楽しみながら交流

が出来るものなどがあります。学内に映画館があり、毎週末そちらに友達と見に行ったりもしています。授業についてはテスト

が平均３つほどあるので定期的に復習をするようにしていて、取る授業が同じでも教える教授によって課題の量やテスト形式

が大きく異なるのでバランスよく取得することをお勧めします。 

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。 

志望書を書くのはとても大変だと思いますが、何を学びたいのかという点からどんな授業を実際に取りたいのか、身に着けた

知識をどのように将来に繋げるかの流れを具体的に書く事が大事だと思います。私も行けるのかどうか本当に不安でした

が、沢山の時間をかけて自分のやりたいことを明確化させ、多くの先生方や友人に何度も読んでもらいました。TOEFL のスコ

ア自体は全く高くなかったけれども２枚の志望書、面接に全力を尽くしたことが今の自分につながったと思っているので皆さ

んも頑張ってください！ 

 


