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 留 学 報 告 書  
記入日：2020 年 5 月 21 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 商学部商学科グローバルビジネス 

留学先国 アメリカ合衆国 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： カリフォルニア州立大学フラトン 

現地言語： California State University Fullerton 

留学期間 2019 年 8 月～2020 年 5 月 

留学した時の学年 3 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 3 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 3 月 29 日 

明治大学卒業予定年 2021 年 3 月 

留 学 先 大 学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1 学期：8 月下旬-12 月下旬 2 学期：1 月下旬-5 月中旬  

3 学期：      4 学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬, ２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数 4 万人 

創立年 1957 年 

 

留学費用項目 現地通貨 

(米ドル) 

円 備考 

授業料 11,284 1,214,103 円 2019 年秋分+2020 年春分 

宿舎費 11,400 1,226,584 円 学生アパート 1 年契約分 

食費 4,000 430,380 円 8 月下旬から 3 月下旬まで 

図書費 600 64,557 円 5 教科分 

学用品費 100 10,578 円 コピー代や授業に必要なもの 

携帯・インターネット費 560 60,253 円 携帯代 8 ヶ月分 

現地交通費 200 21,519 円 
LA までの交通費や買い物の交通費（ 大学まで

徒歩・自転車） 

教養娯楽費 1,000 10,759 円 観光 

被服費 700 75,316 円 洗濯代や新しい服代 

医療費 0 0 円 特になし 

保険費 872 93,920 円 
形態：海外旅行保険のみ（アメリカ国籍を持ってい

たため） 

渡航旅費 2,000 215,190 円 往復 

ビザ申請費 0 0 円 アメリカ国籍を持っているため 

雑費 0 0 円 特になし 

その他 500 53,797 円 住居に必要なもの 

その他            円       

合計 33,216 3,573,878 円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田 目的地：ロサンゼルス 経由地：ソウル 

復路 出発地：ロサンゼルス 目的地：成田 経由地：なし 

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：      

料金：      

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：アメリカン航空 料金：約 100,000 円 

復路 航空会社：JAL 料金：約 100,000 円   ∴合計：約 200,000 円 

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：スカイスキャナー） その他（     ） 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート，大学の宿舎など） 

学生寮（寮の名前：     ）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

大学の寮のスタッフを通して 

5）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

大学の寮や周りのアパートのリサーチをしっかりして考えるといいです。 

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：        ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：                                      ） 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含む犯罪に巻

き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

基本的にネットで調べていた。学校周辺のことは大学から連絡があったりした。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI 接続が可能であ

ったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

携帯電話の SIM カードを T-Mobile で購入したが、日本の接客に比べると接客が親切ではないので、疑問になったこと

があれば聞かないと教えてくれません。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ （例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらった。銀行口座

は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

海外で使える日本のキャッシュカードとクレジットカードを利用していた。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

西海岸にはアジア人がたくさん住んでいるので、日本食品店があるので少し高いですが日本食は持っていく必要はあ

まりないかと思います。11 月から 2 月にかけては朝と夜は割と寒いのでジャケットはあったほうがいいかと思います。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。 （例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 

海外で使える日本のクレジットカードで支払った。 
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先で取得した単位数合計 
本学で認定された単位数合計 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

     単位 
     単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（教授から直接許可をもらって事務室に書類

を提出） 

  ・履修の制限はありましたか？ １学期１５単位まで 

3)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下さ

い。記入スペースが足りない場合は，A4 用紙で別途作成し，添付してください。 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Consumer Behavior 消費者行動論 

科目設置学部・研究科 Marketing (マーケティング) 
履修期間 2019 年秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 75 分が 2 回 

担当教授 Olga Di Franco 

授業内容 消費者の行動原則に関する知識を様々な観点で理解する授業。 

試験・課題など 中間テスト、個人プレゼンテーション、レポート、グループプレゼンテーション、期末テス

ト 

感想を自由記入 イタリア人の先生で、留学生に優しく対応してくれる印象でした。わからないことがあれ

ば授業後にしっかり話を聞いてくれます。 

 

 
履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Project Management プロジェクトマネジメント 

科目設置学部・研究科 Management (マネジメント) 
履修期間 2019 年秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 165 分が 1 回 

担当教授 Andrae Frierson 

授業内容 企業の経営プランを立てるのに必要な事項を学ぶ授業。 

試験・課題など 中間テスト 2 回、グループプロジェクト、期末テスト 

感想を自由記入 内容は難しいですが、授業ではアクティビティーをやり、ディスカッションが多い授業な

ので楽しい授業です。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Team Leadership Skills チームリーダーシップスキルズ 

科目設置学部・研究科 Management (マネジメント) 
履修期間 2019 年秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 75 分が 2 回 

担当教授 Ryan Gottfredson 

授業内容 企業の中で人間関係や企業の方向性などによる摩擦を解消するために何が必要か

を学ぶ授業。 

試験・課題など 小テスト、中間テスト、グループプレゼンテーション、期末テスト 

感想を自由記入 ビジネス系の学生でなくても、普段の人間関係でも必要なことを学べるのでとてもため

になります。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Global Marketing グローバルマーケティング 

科目設置学部・研究科 Marketing (マーケティング) 
履修期間 2019 年秋学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 75 分が 2 回 

担当教授 Mahdi Ebrahimi 
授業内容 授業名の通り、海外進出をする企業のマーケティング論を学ぶ授業。 

試験・課題など 小テスト、中間テスト、レポート、グループプレゼンテーション、期末テスト 

感想を自由記入 先生がイラン人で、生徒も色々な国の出身の人がいるので、多様な観点からマーケテ

ィングを学べます。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Sports Marketing スポーツマーケティング 

科目設置学部・研究科 Marketing (マーケティング) 
履修期間 2020 年春学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 165 分が 1 回 

担当教授 Joshua Dorsey 

授業内容 アメリカの 4 大スポーツのアメフト、野球、バスケットボール、アイスホッケーをメインに

スポーツ業界のマーケティング論を学ぶ授業。 

試験・課題など 小テスト、レポート、グループプロジェクト 

感想を自由記入 スポーツ業界に興味がある人はとてもためになる授業だと思います。 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Advanced Business Communication 上級ビジネスコミュニケーション 

科目設置学部・研究科 Business Administration (経営) 
履修期間 2020 年春学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義&ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 165 分が 1 回 

担当教授 Aja Vasquez 

授業内容 ビジネスで必要なコミュニュケーション論を学ぶ授業です。 

試験・課題など レポート、中間テスト 2 回、グループプロジェクト、期末テスト 

感想を自由記入 課題が多いですが、英語の能力を上げるにはとてもいい授業です。 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Retail Marketing Strategy リテールマーケティング戦略 

科目設置学部・研究科 Marketing (マーケティング) 
履修期間 2020 年春学期 

単位数 3 

本学での単位認定状況      単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 165 分が 1 回 

担当教授 Howard Forman 

授業内容 リテールマーケティングに必要な全ての観点を学ぶ授業です。 

試験・課題など レポート、中間テスト、グループプロジェクト、期末テスト 

感想を自由記入 リテール=サービスを提供する全ての企業ということで、リテールについて深く学ぶとい

うよりは、企業に必要なことを全般的に学ぶ授業です。 

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2 以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など                                                         

CFN 

3)就職を選択した方は，差し支えなければ内定先を教えて下さい。また，その企業を選んだ理由も教えて下さい。（内

定を得た企業すべての名前，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

アパレル業界 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

3 年次に留学をする場合は、留学出発前は準備で忙しいかもしれせんが、就職活動の下準備もしておいたほうがいい

と思います。 

5)進学を選択した方は，差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

      

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備，試験対策等）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，試験勉強，留学中，留学後，特に留学に関連して発生した事項を記入して 

ください。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確

保，留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

201８年 

１月～３月 
特になし 

４月～７月 特になし 

８月～９月 語学試験の勉強 

１０月～１２月 選考 

２０１９年 

１月～３月 
選考 

４月～７月 航空券購入、滞在先確保、海外旅行保険 

８月～９月 出発 

１０月～１２月 秋学期 

２０２０年 

１月～３月 
春学期、帰国 

４月～７月 就職活動 

８月～９月 未定 

１０月～１２月 未定 
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留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由

に記入してください。 

 
私は、ニューヨークで生まれて 4 歳まで在住し、その後もボストンに 2 年ほど在住し、アメリカの東海外にはある程度

親しみがありました。しかし、西海岸は旅行でしか行ったことがなく、一回は住んでみたいと思い西海岸の大学で留学

先を探していました。そこで、カリフォルニア州立大学が見つけたのですが、カリフォルニア州立大学でも、最終的に

留学先に決めたフラトン校、ロサンゼルス校やロングビーチ校などたくさんの選択肢がありました。私がフラトン校に決

めた理由としては私が選考するビジネス系の授業が豊富にあると思ったからです。また、ビーチ沿いや都会の中心だ

と勉強に集中できない可能性があると思ったというのも理由の一つです。 

実際に留学してみて、思ったよりもアジア人が多く、東海岸に比べてその地域になじむのが早かったと思います。様々

な人種が混じっていると聞いていたので、人種関係なく混ざり合っているのかと思いましたが、実際にはは白人は白人

同士、ラテン系はラテン系同士で集まりがちなので、その点では少し残念だなと感じました。私は、アイスホッケークラ

ブやテニスクラブに参加したので、人種関係なく、様々な友人ができました。なので、たくさん友人を作りたい場合はク

ラブ活動などの課外活動を積極的に参加することをお勧めします。 

新型コロナウイルスの影響で留学途中で帰国することになってしまいましたが、留学していなかったら経験できなかっ

たことがたくさん経験できたので、留学をしてよかったなと感じています。もし、経済的に問題があっても、給付型の奨

学金制度が大学内外であるのでそれを活用すればいけると思います。長期の留学は学生のうちでしかできないことだ

と思います。少しでも興味があればぜひチャレンジしてみてください。 

 


