
協定留学近況報告書 

記 入 日  2022 年  10  月   31 日 

留 学 先 大 学 カリフォルニア大学デービス校 

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： GSP     

留 学 期 間  2022   年  9 月－  2023 年 6  月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部 経営学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 3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。 

2年次の夏休み中には語学の検定試験のスコアをとらなくてはいけなかったのですが、準備不足が否めなかった感があり

ます。実際に提出は秋から冬ですので時間の猶予がありますが試験の日程や授業との兼ね合いを考えると夏休み期間

が一応の受験締め切りになると思われます。 

カリフォルニア大学デービス校、デービスという地域は小さな町なため、住居の確保が非常に困難です。自分は当初アパ

ートを考え、留学の許可証を出されたタイミングで住居の手配を始めましたが現地のタイミング的にまだ空きがないという

状況でした。その後、夏前にアパートからホームステイにしようと考えなおしたので大学と契約をしているホームステイ先

斡旋業者にコンタクトをとり、登録をしました。しかし、出発 1 週間前になってもホームステイ先の報告がなかったので問い

合わせるとホストファミリーの候補がいないといわれ、滞在先の当てがなくなりました。その後死に物狂いで探し、何とか契

約できそうな滞在先を見つけることが出来ました（出発 1 日前）。現地についてからはまだ契約が出来ていなかったので

ついた当日は Airbnb を利用して車中泊しました。 

留学先での滞在先が寮でない場合このようなことが起こりえます。なお現在詐欺にあいかけた日本人と自分と同じく斡旋

業者にホストがいないといわれた中国人、家主のブラジル人と生活しています。留学先では様々なことが起こりえます（カ

ードが使えない、銀行がないので家賃が払えない、携帯がつながらないなど）。しかし、自分で抱え込まず人に相談すると

いうことが解決につながることがありますので是非人を頼ってみてください。    

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類： F１     申請先： 米国大使館     

ビザ取得所要日数： 1週間程度  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用： ＄４１０     

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？ 

 I-２０、パスポート、     

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ビザ申請をネットの所定のフォームから申請します。その後面接の日程を組みます。日程が完了したら留学先から頂いて

いる I-20 と SEVISの領収書、パスポートなど必要書類を持参し面接を受けます。その後ビザが数日後に発行されます。  

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？ 

 何をしにどこへ行くのか、定住の意思があるか、犯罪歴があるか     

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） 

 ご自身が契約している携帯がアメリカのＳＩＭやネットに対応しているか事前に確認出来たらよいと思います。     
  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社  ＺＩＰ AIR と ＤＥＬＴＡ ＡＩＴＲ    

航空券手配方法 

それぞれのサイトから手配しました。ＺＩＰ ＡＩＲ は国際線の唯一の格安航空です。かなり費用

を抑えて渡米が出来ます。デルタエアはアメリカの航空会社です     

※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  サクラメント国際空港     現地到着時刻  ２０：００     

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  実際にはサンフランシスコから向かったので１時間３０分程化掛かりました。     

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 

サクラメント空港からディビスにくる場合バスで格安で行けますが、自分は情報が得られていなかったので大分損をしまし

た。バス四―ローバスというものが通っています。     

現地到着日  9 月 10   日  23   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：   9  月 11    日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（  シェアハウス   ） 

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 
当初大学提携先の davis housing という機関を通じてホームステイを申し込んでいましたが急

遽自分で探す必要が生じ、大学の e‐mail を登録することで検索できるサイト等を利用して家主

と連絡をとり、実際に現地に向かいました。     

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？ 

留学直前に上に記した機関からホストを割り当てられないと連絡があり滞在先がなくなりました。その後必死に住居を探

し、出発前日に候補が 1件見つかりました。現地についてからは車中泊（AIRBNB）をしました。その後内見をし、住居が決

定しました。     

  

到着した日に泊まったバン 

 



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  授業開始 1 週間前に 3日ほど     

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？ 交流や今後の流れ、遊行の登録法など 

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 21 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？ 

新型コロナウイルスの PCR検査と immigration checkinがありました。 

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？ 

予防接種に関してはアナウンスがありインフルエンザは義務となるようです（接種は無料）。 

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？ 

 CHASEバンクで口座を開きました。最短 1日で口座が開けます。     

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？ 

はい 

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（     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（９月 21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？ 

履修必須とされる講義等が免除されました。 

  

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？ 

おおむね希望どうりの授業がとれました。 

  

ルームメイトとホスト全員で

料理をしている様子 

 



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 
料理、掃除、
家事     
      

家事 
      
      

      料理、掃除、
家事     
      
      

                  

10:00 
                        

11:00 
                        

12:00 
DRA111: 
Presentation
,Communica
-tion, and 
Collaboration 
Skills  
for 
International 
Students 
      

三味線練習 
勉強 
      

DRA111: 
Presentation
,Communica
-tion, and 
Collaboration 
Skills  
for  
International 
Students 
      

三味線 MGT170:  
Management 
Accounting 
and Control 
    

            

13:00 
                        

14:00 
                              

15:00 
      
MGT170: 
Management 
Accounting 
and Control 
      

      
筋トレ 

三味線 
      

筋トレ                   

16:00 
                        

17:00 
勉強  勉強     

      
      

MGT180: 
Supply Chain 
Planning and 
Management  

                  

18:00 
            

MGT180: 
Supply Chain 
Planning and 
Management  
      

                        

19:00 
                              

20:00 
      クラブ活動 

      
      

クラブ活動  
   
      
      
      
      

                  

21:00 
                              

22:00 
                              

23:00 
                                    

24:00 
                                    

  

コミュニティのパーティーです。皆さんで

音楽や踊り、食事を楽しみました。 

 



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。 

言語の壁をすごく感じています。学んできたことや学んでいることをどう説明すればいいのかどう解釈すればいいのかにす

ごく時間がかかってしまったり、できないことが多く自分の力を発揮しきれていないと感じています。ただ、それでもコミュニ

ケーションに関しては言葉だけではないので新たな友人やクラスメートとの交友関係は作れています。こちらに来て非常に

驚いたことは日本文化が想像以上に受け入れられており、日系アメリカ人のコミュニティでは和太鼓や季節のお祭りが継

承されています。さらに日本文化に興味がある方々は自分の三味線にもすごく興味を持ってくださるので文化的交流が

出来ています。生活に関しては自炊、洗濯など自分で行う必要がありますが今のところ苦労はしていません。 

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。 

留学でなにをしたいのかを定めて留学の準備をした方がよいと思います。自分は知らない文化を知ることと日本の文化を

知ってもらうという目的がありました。目標はモチベーションの維持につながりますし、具体的になにをしたいか考えられる

とより留学をする自分が見えてくると思います。また様々な苦労があると思いますが粘りずよく取り組むことが留学につな

がると思います。ぜひ頑張ってください 

 

UCD のアメフトの試合観戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地元の日系アメリカ人の方々が行っている月見 festival で津軽三味線の披露をした時の舞台袖で 

 


