
協定留学近況報告書 

 

記 入 日 2015年 11月 12日 

留 学 先 大 学 カリフォルニア州立大学フラトン校 

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 2015年8月－2016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。 

大学の周辺環境や交通手段についてよく調べておくと良いと思います。また私の経験上、寮の申し込みは早めに済ませて

おいたほうが良いです。 

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：F-1 申請先：アメリカ大使館 
ビザ取得所要日数：約一週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：160 ドル+200 ドル(SEVIS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？ 

http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typefandm.asp 

こちらに詳しく書いてあります。基本的には国際教育事務室の指示に従って取得しました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アメリカ大使館のウェブサイトで面接の予約をし、DS-160 を記入します。記入するにあたってかなり時間を要するので、余裕

を持って完成させることをおすすめします。SEVIS の申し込みも忘れずに。これらが済んだら、ビザの取得費用と SEVIS 費用

を支払い、大使館で面接です。 



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？ 

留学先の大学で何を勉強するのか詳しく聞かれました。しかし、そこまで身構える必要はないので、リラックスして面接に臨

めばいいと思います。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

DS-160 の記入にあたって一部の項目を間違えてしまったようで、大使館に設置してある PC で修正するように求められまし

た。その後再び窓口に呼ばれるまでかなり待ったので、DS-160の記入は細心の注意を払ったほうが良いです。 

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） 

現金はキャッシュパスポートというカードで、日本の口座から引き落としていますが、一回につき手数料が合計 5 ドル程かか

るので、一気にまとまった金額を引き出すことをおすすめします。携帯電話は、ソフトバンクに「アメリカ放題」というアメリカ国

内(一部地域を除く)ならば日本と同じようにネットや電話が利用できるサービスがあり、それを利用しています。しかし、現地

の人や大学、その他の機関と電話でやりとりする機会が必ずあり、そういった場合、自分から相手にかける分には問題ありま

せんが、相手がこちらに電話をかける際、そのまま日本の携帯電話の番号にかけてしまうと国際電話になってしまい、相手

に迷惑がかかってしまいます。なので、電話の際にはアメリカの携帯電話を使用したほうがいいです。荷物に関しては、衣類

などは日本から送ってもらいました。生活用品等は近くにスーパーや日本の 100円ショップがあるので、そこで大体調達でき

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 エバー航空 

航空券手配方法 
格安航空券のウェブサイトにて 

※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 ロサンゼルス国際空港 現地到着時刻 17:00 

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 

Super Shuttleという 

乗合シャトル                 

移動の所要時間 1 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 

事前に Super Shuttleを予約し、予約完了後に送られてくるメールに記載された予約番号を空港の Super Shuttle専用の乗

り場に立っている係員の人に伝え、車が来るまで 30分程待ちました。同じ方向に向かう人達と一緒に乗りました。料金は 44

ドルでした。注意すべき点は、夕方以降に寮に到着するとその当日は入れてもらえないことがあるそうなので、明るいうちに

到着するようにしたほうがいいです。夜に到着する場合は、ホテルを予約してください。 

大学到着日 8月 13日     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（     ） 

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 http://international.fullerton.edu/housing/ 

こちらから希望する住居を選び、手続きできます。申し込んだ後メールが届くので、その指示に従

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？ 

寮の管理者の人からのメールの返信率があまり良くなく、入居の手続きが渡航前までに終わらず、到着後に完了しました。 

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 1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？ 履修登録の方法、保険について、キャンパスツアー等 

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 24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？ 

パスポートを紛失してしまったので、ロサンゼルスにある領事館に行き、再発行の手続きを行いました。パスポートを紛失する

と、再発行に 100 ドルかかります。それに加えて、ビザも再発行の手続きを行わなければなりません。ビザの再発行は別料

金です。 

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？ 

していません。 

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？ 

していません。 

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（6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？  

オリエンテーションで配られた履修修正の紙に追加したい授業名やコース番号を書き、授業の担当の先生のサインと各授

業の departmentのスタンプを押してもらい、提出しました。 

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？ 

出発前に"Course Interest Form"というものを記入しますが、必ず希望した授業を登録できるわけではないので注意が必要

です。また、上記の履修登録の手順を踏んでも手続きがとても遅く、希望した授業が登録されるまでかなり時間を要しまし

た。何回か苦情を言い、ようやく希望する授業が登録されました。 

 



 

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 
                                          

8:00 
起床       起床                         

9:00 
朝食       朝食                         

10:00 
授業 起床 授業 起床 起床 起床 起床 

11:00 
授業       授業                         

12:00 
授業 昼食 授業 昼食 昼食             

13:00 
授業 勉強 授業 勉強 外出             

14:00 
おやつ 日本語学習者の

お手伝い 

おやつ 日本語学習者

のお手伝い 

                  

15:00 
図書館 日本語学習者の

お手伝い 

図書館 日本語学習者

のお手伝い 

                  

16:00 
授業 図書館 or ジム 授業 図書館 or ジム                   

17:00 
帰宅 帰宅 帰宅 帰宅                   

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食                   

19:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

20:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

21:00 
入浴 入浴 出掛ける 入浴                   

22:00 
おしゃべり おしゃべり       おしゃべり 帰宅             

23:00 
おしゃべり おしゃべり 帰宅 おしゃべり 入浴             

24:00 
就寝 就寝 入浴 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。 

カリフォルニア州立大学フラトン校は様々な学部があり、一部を除きほとんどの授業は履修できます。私は 3 年生なので

300 番台の授業を履修していますが、history の授業のため、とにかく本を読んだり書くことを要求されます。少々大変です

が、先生方は評価に加えてどこが良かったか、悪かったかなどを教えてくださるので、とてもやりがいがあります。こちらの先生

方はとても親切で、留学生かそうでないか関係なく常に生徒のことを気にかけてくれるので、とても心強いです。しかし、寮や

大学の国際課のような所は少々いい加減なように思える点もあります。寮生活に関しては、私は University Village という所

に住んでいるのですが、リビングは共同で寝室は個別なので適度にルームメイトとの距離を保てるし、自分の空間も作れるの

で、すごく気に入っています。周辺環境は、大学と寮以外はスーパーマーケットが近くにあります。どこかに遊びにいくには常

に車が必要なので、少し不便です。 

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。 

アメリカに来てから思わぬトラブルをたくさん経験し、心が折れそうになったことが何度もありますが、後から思い返してみれば

その都度精神的に強くなっている気がします。授業で新しいことを学べるのももちろんですが、普通に生活する上でも悪いこ

とも含め、とても勉強になることが多いです。毎日が冒険のようです。また、カリフォルニアの開放的な空気も来てみないと味

わえません。日本とは全く違う空気の中で勉強したり、普通に生活するだけでも素晴らしい経験ができると思います。少しでも

留学したいという気持ちがあるなら、是非検討してみてください。 

 


