
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 11月 5日 

留 学 先 大 学 ノースイースタン大学 

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）：工学部，（現地言語での名称）：College of Engineering 

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 2019年 8月－2019年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 理工学部機械工学科     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。 

 出発前の情報収集は、ネットでノースイースタン大学やボストンに関して気になることを調べたり、過去の留学報告書を読

むことを通して行いました。 

しておいてよかったことは出発前に寮の周りに何があるか、1 番近くのスーパー・コンビニ・駅はどこにあるか、行ってみたい

場所とそこまでの道順をひたすら地図で探したことです。またネットで学校のカレンダーを見て、学期初めにどのようなイベン

トがあるのかを確認したことも後々役に立ちました。 

準備不足だったことは日常生活に必要なもののリスト作りです。そのせいで到着後最初の1週間半は毎日何かしら買わな

いといけないことに気づき、店へ出向く羽目になりました。留学前に必要なもののリストをしっかり書き、到着した当日または次

の日に Target など色々なものを売っているお店に行くことをお勧めします。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） 

ビザの種類：無し 申請先：      

ビザ取得所要日数：      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

      

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

米国籍があるためビザの申請は不要でした。 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

      

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） 

出発前にあらかじめある程度の現金を調達し、可能であれば携帯もしくは SIM カードも確保できると心強いです。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 
成田空港から American Airline を使用し、ダラス・フォートワース空港で乗り継ぎ、ボストンのローガ

ン国際空港に到着しました。 

航空券手配方法 トリップドットコムにて購入 

大学最寄空港名 ローガン国際空港 現地到着時刻 15:15 

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 25 分程度 

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 

到着時は荷物が多いはずなので、電車やバスではなくタクシーの使用をお勧めします。かかった料金は 28 ドルほどでした。 

大学到着日 8 月 28 日 16 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（一人部屋一つに二人部屋一つ） 

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 大学側の指示に従って、大学のポータルサイトで申請。 

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？ 

場所は地図を見てすぐに分かりました。寮のドアはカードをかざしてから 4 桁の数字を入力して開けるシステムだったのですがその 4 桁の

数値を変更したことに気づかず、ドアを開けられない事態に陥り、一時困りました。 

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 2019 年 8 月 29 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？ 大学とボストンの紹介、安全・ビザ・保険についての注意事項、キャンパス散策。途中で昼食を食べたり、留

学生同士で話し合う時間が設けられていました。 

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 9 月 4 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？ 

日本国領事館に在留届を提出しました。 

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？ 

“I am here”といって、ちゃんと現地に到着して授業を受けますという宣言を学校のポータルサイトで行う必要がありました。

この宣言をしないと授業の履修が出来なくなってしまう場合もあるので気を付ける必要があります。 

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？ 

いいえ。 

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？ 

渡米前にネットで「サクッと SIM」という SIM カードを購入し、到着後に自分のスマホに挿入しました。特に複雑な手続きも必要

なく LTE 無制限で日本語サポート付き、最短渡航 2 日前の注文でも間に合うのでお勧めします。「サクッと SIM」以外にも良

い SIM カードは沢山あるので渡航前に自分に合うものをネットで調べると良いと思います。料金は月 5000 円ほどです。 



 

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（5 月     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？  

大学のポータルサイトで履修科目の希望を出し、そこからは大学側が登録を行いました。 

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？ 

変更期間はありましたが、受けたい授業全てを受けることは出来ませんでした。 

 

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 
起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 

8:00 
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 

9:00 
授業 課題 授業 授業 復習 運動 買い物 

10:00 
運動 課題 課題 運動 復習 課題 料理 

11:00 
休憩 課題 課題 休憩 復習 課題 料理 

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:00 
課題・復習 授業 課題 課題 授業 休憩 遊び 

14:00 
課題・復習 授業 課題 課題 授業 課題 課題・その他 

15:00 
授業 休憩 授業 課題 休憩・遊び 課題 課題・その他 

16:00 
授業 課題・その他 授業 課題 外出 外出 課題・その他 

17:00 
課題・その他 課題・その他 課題・その他 課題 外出 外出 課題・その他 

18:00 
夕食 課題・その他 課題・その他 夕食 外出 外出 課題・その他 

19:00 
サークル・その他 夕食 夕食 サークル・その

他 

夕食 夕食 夕食 

20:00 
課題・その他 課題・その他 シャワー 課題 外出 シャワー 課題・その他 

21:00 
シャワー シャワー 遊び シャワー シャワー 遊び シャワー 

22:00 
課題・その他 課題・その他 課題 課題 課題・その他 課題・その他 課題・その他 

23:00 
課題・その他 課題・その他 課題 課題 課題・その他 課題・その他 課題・その他 

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。 

ノースイースタン大学は全米トップレベルの CO-OP(インターンのようなもの)プログラムがあるため、ビジネス志向の学生が

多く、人脈作りをしたい人にとっては非常に良い環境だと思います。留学生の受け入れに関しても非常に積極的なため、留

学生でもそこまで浮くことはありません。キャンパスのそばには駅が２つあるためボストンの中心部にもすぐ行けます。 

授業に関しては、アプリやソフト、ネット上のシミュレーション等を使用することが多く、ただ単に板書を書き写す授業よりも

記憶に残ります。また 1 授業あたりの学生の人数が少なく（多くても 35 人程度）集中しやすいです。 

宿舎は最寄り駅から徒歩 2 分、キャンパスから徒歩 10 秒ととても恵まれた立地で満足しています。基本的には課題に追

われた生活を送っていますが、週に 1 度程度はボストンの中心部に外出して映画を見るなどして楽しく生活できています。 

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。 

他の留学生と話してみて分かったのは基本的にどの授業も課題が多いということです。自分の場合は元から課題の多め

の学科に所属していたためそこまで辛くは感じませんが、普段出される課題の量が少ない人は覚悟しておいた方がいいと思

います。 

ノースイースタン大学はサークルが多く、マニアックなもの（チーズ専門のサークルなど）もあるので、学校のページを通し、

色々なサークルの下調べをして Facebook などでフォローすることをお勧めします。 

 授業によっては他の生徒と協力して授業を進めることもあるので英語に自信のない人は留学の直前までしっかりリスニング

とスピーキングの勉強をするべきです。 

 


