
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 10月 30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 2019年８月－2020年５月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部２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。 

私は渡航前にリスニング力と語彙力をもっと増やしておくべきだったと後悔しています。まず相手の話していることが理解でき

ず何度も聞き返して不快な思いをさせてしまうと申し訳ない 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：F-1 申請先：米国大使館 

ビザ取得所要日数：１か月半 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：２万円弱＋23090 円（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？ 

パスポート、ビザ申請書と SEVIS の支払い確認書（インターネットでビザ申し込みする際に印刷する）、I-20（入学許可がおり

ると大学から郵送される書類）、 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

留学先から入学許可書が届いたら SEVIS 費用を支払い、大使館のホームページで必要書類を提出。そしてビザ申請料金

を払い、面接の予約をします。 

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？ 

渡航目的や滞在期間、留学先で勉強する内容など。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

私は面接予約した日に提出しなければならない書類とは異なる書類を持って行ってしまい、のちに書類を別途PDFでメール

で送らなければなりませんでした。とても手間がかかったのできちんと必要な書類が揃っているかしっかり確認することをお勧

めします。 

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） 

買い物は基本カード支払いなのでクレジットカードやデビットカードは必須です。私は日本で使っていたデビットカードに親か

ら仕送りを入金してもらっていました。現金は友達と割り勘したりする際にしかほとんど使っていませんが、いちいち ATM で引

き落とすと高い手数料を取られてしまうので、一度に引き落とすのがよいと思います。 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ASIANA AIRLINES 

航空券手配方法 
エアトリで購入 

※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 午前 10 時あたり 

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  その他スーパーシ

ャトル                

移動の所要時間 ４０分ほど 

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 

スーパーシャトルという乗り合いバスを利用しましたが、運転手と会社がうまく連携をとれておらず、事前に料金を払っていたのにも関わら

ず運転手にまた現金で払わなければなりませんでした。その後会社に返金してくれないかメールで交渉しましたがメールの返信は遅かっ

たり来なかったりで結局返金までに１か月以上かかりました。不安な方はお金をかけてでも Uber を使うのがいいと思います。 

大学到着日 08 月 17 日 17 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（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 大学からの案内メールに従って申し込みしました。 

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？ 

渡航前にすべて手続きを終えられたので特にトラブルはありませんでした。 

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 ８月２１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？ ビザと履修について 

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 08 月 26 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？ 

在留届を出す必要がありました。ネットで申請するので 15 分ほどで終わります。無料でトラブルは起こりにくいと思います。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

いいえ 



 

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 月中旬頃） 

    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月はじめ） 

    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？ 

渡航前に履修したいクラスを 10 個ほど優先順位をつけて申請しますが、一番学生数が多い商学部の授業ばかり希望して

いたため２つしか希望が通りませんでした。後から聞いた話によると、現地の学生は希望が通る場合がほとんどで、留学生は

後回しにされるようです。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

しかし履修希望が通らなかったクラスやその他のクラスでも、1 週目の授業に出席して教授のサインをもらえればその授業を

履修することができます。 

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？ 

私は事前に申請して通った２クラスのうち１クラスは Drop して、あと３科目は教授にサインをもらって登録しました。人数がす

でに満員だったりで教授のサインをもらうのはかなり苦労しました。初めの二週間は１つでも多くサインをもらって選択肢を増

やすために、朝から晩までクラスを渡り歩いて教授に交渉していました。 

このとき他の日本人留学生とどのクラスでサインをもらえたか情報共有できていたのはかなり大きかったです。 

 

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 睡眠 起床 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 

8:00 
朝食・準備  朝食・準備  睡眠 睡眠 睡眠 

9:00 
    睡眠 睡眠 睡眠 

10:00 
授業  授業  外出 or 勉強 外出 or 勉強 外出 or 勉強 

11:00 
帰宅 起床 昼食 起床                   

12:00 
昼食                                     

13:00 
帰宅 授業 勉強 授業                   

14:00 
勉強 

Or 自由時間 

English 
Corner（不定期 

      勉強                   

15:00 
                                 

16:00 
      帰宅                               

17:00 
      自由時間                          

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食                   

19:00 
クラブ活動 クラブ活動 授業 授業 夕食 夕食 夕食 

20:00 
                 

21:00 
    入浴 入浴 入浴 

22:00 
帰宅 帰宅 帰宅 帰宅                   

23:00 
入浴 入浴 入浴 入浴              

24:00 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 



 
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。 

授業の課題は多く、教科によってはMid-term Examが半期で３つもあるので毎週違う科目のテストがあったり後半ではプレゼ

ンの準備などでとにかく忙しいですが、休日は寮の友達と出掛けてリフレッシュできるのでいいメリハリになっています。フラトン

は LA ダウンタウンやハリウッドまで電車で１時間未満で行けますし、ディズニーや富士急のような絶叫系専門のテーマパーク

もあり、ユニバーサルスタジオにも行けるという素晴らしいロケーションにありますが、学校から半径８㎞以内にはそのような娯

楽施設がなく平日は勉強に集中できるので、立地はおすすめです。 

 また日本食のスーパーマーケットや、居酒屋、ラーメン屋さんなど日本食のお店が多くあるところも魅力の一つです。 

 

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。 

よく、留学前にどれだけ準備をするかが重要といいます。とはいいつつも私はなかなか英語の勉強ができず、英語のラジ

オを少し聴いたり、たまに単語帳を見たりするくらいでした。しかし今となっては本当に後悔しています。受験直後に来ていた

らもっと語彙力もあって、もっと自分の言いたいことを主張できたのにと何度おもったことか…。スタート時点でどれだけ相手

の言っていることを聞き取れて、どれだけ自分の言いたいことを 

伝えられるかはその後のメンタルややる気の面でもとても重要になってくるので、英語に慣れておくことをお勧めします。勉強

する気がでなかったら Netflix で洋画を見てリアルな英語を聞くだけでもかなり違うと思います。 

 


