
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 10月 28日 

留 学 先 大 学 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 

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：      

留 学 期 間 2022年 8月－2022年 12月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

留学報告書をみた。学部のオフィスアワーに毎日参加して英会話を練習した。 

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 学生ビザ  申請先：在日本アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：一か月 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：７１７８９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？ 

１． 入学許可証（I-２０） （出願後に現地の学校からメールで PDF にて受け取る）  

２． DS-１６０フォーム （DS-160 を検索し、専用ページで必要事項を入力後表示される） 

３． パスポート 

４． 証明写真 

５． 面接予約確認証 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

現地の大学に出願後、入学許可証を受け取る。アメリカ学生ビザに出願するために必要な書類をそろえる。ア

メリカ大使館に面接に行き、自分のパスポートを預ける。郵送でビザ付きパスポートを受け取る。 

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？ 

「general study か」、のみ聞かれＹｅｓと答え終了 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

既定の写真サイズが一般的な証明写真機にないもので困ったが、iPhone で自撮りし、「ぴったり印刷くん」と

いう無料サイトでサイズを指定して家のコピー機で印刷して提出した。 

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） 

＜現金＞新宿駅西口に外貨両替店が密集しているのでそこで事前に現金４００ドルを準備した。基本クレジ

ット払いだが、友達との割り勘などにその現金を使い二か月ほどで使い切った。その後は大学内のATMで現金

を引き出している。日本から持参したキャッシュカード兼デビットカードを使って引き出している。五ドルの

手数料がかかる。 

＜SIMカード＞「サクッとSIM」を出発前に購入し、到着後日本で使っていたSIMカードと差し替え利用してい

る。寮の角部屋に住んでいるのでWi-Fiが弱くかなりギガを消費する。月30ギガのプランを契約している。 

＜荷物＞ 

一週間旅行用のスーツケース二個で現地に向かった。荷物運送はしていない。 
  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 シンガポールエア 

航空券手配方法 
シンガポールエア公式サイト 

※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 ロングビーチ空港 現地到着時刻 PM１２：００ 

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  

ウーバー 

その他                      

移動の所要時間 40 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 

空港に到着後、空港内を循環する緑のバスに乗りウーバー乗り場まで移動する。80 ドルほど。明治の友達と

二人で乗り割り勘。 

大学到着日 ８月 1５日１４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（三人部屋） 

ルームメイト 日本人学生 ☑他国からの留学生 ☑その他（現地のアメリカ人） 

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 入学許可証をメールで受け取ったのち、学生番号が交付されると大学の寮のサイトか

ら申し込むことができる。 

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？ 

寮への入居は渡航前に決まっていた。学生番号が交付されないと申し込めないが、学生番号が交付されるのが

遅く、催促のメールをたくさん送った。申し込みが遅くなりオンキャンパスの寮が埋まってしまい、オフキャ

ンパスに入居することになった。 

  



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 8 月 16 日から五日間 

参加必須ですか？ ☑必須 (一部任意参加)  任意参加 

参加費用は？ ☑無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 初日は履修登録の方法など。そのほかはカヤックや大学探索などのレクもありつつ、

大学のジムの紹介やクラブの探し方の紹介など     

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 ８月２２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？ 

在留届をオンラインで提出。無料。5 分程度。 

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？ 

なし 

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？ 

してない 

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１日頃）授業開始から半月ほど履修登録期間が設けられる 

    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？  

履修登録のページから撮りたい授業を検索し、自分の時間割に追加した。オンラインで追加できないものも、

初回の授業で教授にお願いすれば追加できる可能性がある。その場合は履修登録申請のプリントに教授から

サインをもらい、窓口に提出して時間割に追加してもらう。 

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？ 

      

  



 

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 
      起床       起床 起床             

9:00 
      授業 起床 授業 授業             

10:00 
起床       課題             起床       

11:00 
授業 ジム       ジム ジム ダイニング 起床 

12:00 
ダイニング       ダイニング                         

13:00 
      ダイニング       ダイニング ダイニング       ダイニング 

14:00 
授業 昼寝 授業 昼寝 昼寝 遊びに行く       

15:00 
                                    課題 

16:00 
                                          

17:00 
授業       授業                         

18:00 
      ダイニング

      
                              

19:00 
ジム 課題 ジム 遊びに行く                   

20:00 
ダイニング       ダイニング       ダイニング             

21:00 
課題       課題                         

22:00 
                                          

23:00 
                                          

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。 

大学の規模が大きくて大学内の移動に時間がかかる。 

留学生はどの専攻の授業も自由に取れるので様々な授業が受けられる。 

寮については、オフキャンパスだがそれほど不満はない。徒歩圏内にファストフード店やスーパーマーケット

などが密集しているのでその点ではオンキャンパスの寮よりも便利。ただ、大学までのシャトルバスは長く待

つことがあるため時折不便。 

生活について、天候は湿気が少なく過ごしやすいが日中の日差しはかなり強い。基本的には車での移動なので

友達の車に乗せてもらわない限りウーバー代がかなり高額になる。ロングビーチ内ならトランジットバスが

一律 1.25 ドルなので車でないときはバスを使うようにしている。 

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。 

物価がとにかく高いくらいで、何を不安に思っていたかも忘れるくらい快適に過ごしているので心配しすぎ

なくて大丈夫です。出発するまでの準備期間が長く少し大変ですが、楽しみながら準備を進めてください！ 

 


