
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 9月 25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。 

〇その他：Global Study Programに参加  

留 学 期 間 2019年9月－2020年3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。 

出発前の情報収取は特に行わなかった。とにかくアメリカという国には漠然としたステレオタイプを抱き現地で出会うであろう

新しい発見を楽しむために特に情報は集めなかった。しいていうなら、現地の気候をグーグルで調べたことぐらいであろうか。

そのおかげで準備不足だと感じたことは、現地（ロサンゼルス、サクラメント）についてから住居（デービス）に向かう交通手段

を手配していなかったことである。なんとかヒッチハイクでしのげたものの運がよかっただけで完璧な自分の準備不足であろ

う。 

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：アメリカ 

ビザ取得所要日数：２週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：３－４万円程 

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？ 

ビザ取得には、留学先から送られてきた I-20、自分の戸籍や家族構成、金銭面の保証を証明できる書類が必要であったと

思われる。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

まずはネットでビザの申し込み→大使館に面接にいく→ビザが届く（詳しくは検索するとすぐに出てきて、YOUTUBEなどにも詳

しい取得方法がアメリカ大使館公式に出ていたと思う。） 

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？ 

なぜアメリカに行くのか→留学のため  以上であった。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

大阪に戸籍、住民票があるので母にいちいち役所に行ってもらい東京に郵送してもらった。地方出身者は前もって気を付けておいた方が

よいだろう。 

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） 

     VISA のデビットカードがあれば便利であろう。これさえあればアメリカでは現金なしで買い物ができ暮らしていける

と思う。おすすめである。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 エアトリでのネット購入 

大学最寄空港名 サクラメント 現地到着時刻 １５時頃 

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 

 〇バス 電車）     

タクシー  〇その他 

ヒッチハイク                

移動の所要時間      １時間程度 

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 

     バスのルートがとにかく複雑。降りるタイミングがわからなかった。タクシーは 5000 円ほどするらしいが、確実に住居にたどり着

くには最適な手段かもしれない。 

大学到着日 ９月１５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？ 

〇はい 

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      〇アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  〇二人部屋       その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生〇その他（アメリカ人） 

住居を探した方法 大学の斡旋 〇自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 FACEBOOK で SUBLEASE 物件の発見→投稿者との連絡のやりとり 

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？ 

     ホストファミリーを見つけるのは協定校側が斡旋してくれるので簡単そうであったが、アパート、シェアルームを探すとなるとな

かなか見つけることができなかった。FACEBOOK や協定校の町のコミュニティーサイトなどを使い苦労してやっと見つけることができた。見

つけたあともメールで家賃などの交渉、書類へのサインなど厄介なことが多かった。 

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 〇あった  なかった 

日程 2019 年９月 18 日 

参加必須ですか？ 〇必須   任意参加 

参加費用は？ 〇無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 同じプログラム生の参加が必須であり、たくさんの１００名以上の生徒が参加していたと思われる。

明治大学からは私一人だけであったので他校の日本人学生と知り合いになる良い機会であった。 

留学生用特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 〇あった  なかった 

授業開始日 ９月 25 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？ 

     VISA とパスポートがあれば大丈夫だと思われる。 

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？ 

     学生証の交付ぐらいであろうか。（2019 年９月 24 日現在は） 

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？ 

     口座の開設はしていない。三井住友銀行 VISA カードがあれば十分であろう。 

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？ 

     SIM カードを到着して３日後に手に入れた。会社は AT―T である。日数は３０分ほどであった。料金は月額９GB

で 5000～6000 円（月額）。特に必須書類はなかった。 



 

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（８月 10 日頃） 

   〇オンラインで登録 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       〇なかった 

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？  

     私が参加しているプログラムは現地学生が履修後その余っている講義の席数に応じて履修登録できるという状

況であったと思われる。なので優先権はなく、実は私も取りたい授業が取れなかったケースもあった。 

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？ 

     到着後の変更は可能であった。しかしながら残り物の授業から選ばなくてはならないので選択肢はそれほど多く

ない。 

 

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       起床 起床＆通学             

8:00 
      通学       通学 テスト             

9:00 
起床 授業 起床 授業 授業 起床 起床 

10:00 
自習 授業 自由時間 授業 自由時間 自習 自由時間 

11:00 
自習 授業 自習 授業 自由時間 自習 自習 

12:00 
ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ 

13:00 
休憩 休憩 自習 休憩 自習 自習 自習 

14:00 
自習 自習 自習 自習 自習 自習 自習 

15:00 
トレーニング 自習 トレーニング 自習 トレーニング 自習 トレーニング 

16:00 
トレーニング 自習 トレーニング 自習 トレーニング 自習 トレーニング 

17:00 
休憩 自習 授業 自習 トレーニング 休憩 休憩 

18:00 
授業 ディナー 授業 ディナー イベント参加 OR

パーティー参加 

イベント OR パー

ティー開催 

ディナー 

19:00 
授業 自由時間 ディナー 自由時間   自由時間 

20:00 
ディナー 自習 自習 自習   自習 

21:00 
自習 自習 自習 自習   自習 

22:00 
自習 自習 自習 自習   自習 

23:00 
帰宅 帰宅 帰宅 帰宅   帰宅 

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 帰宅＆就寝 帰宅＆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。 

     留学先の大学は素晴らしい大学で、学生たちもとにかく勤勉のように思われる。私が参加している Global Study 

Program は実際に現地学生とともに本校の講義を受講できるのだが、制限も存在し、思い通りの授業を履修できない状況も

存在する。授業内では Discussion も盛んにおこなわれており、自発的に授業に参加しないと置いて行かれてしまいそうであ

る。予習の量に時には心をくじかれる。私は West Village という大学の真横に建てられたアパート街に住んでいる。プール、

ジム、Study space などが存在し、勉強するには最適な環境である。またこのアパートはシェアルームであり、実際に私はアメ

リカ人、中国人、インド人とともに生活している。生活を通して文化の違い、習慣の違いなど感じることができて本当に興味深

い生活である。もちろん生活を通してトラブルも発生するが、それを解決するのもまたシェアルームの醍醐味であろう。デービ

スという町は学生の街であるため、町の中にナイトクラブであったり、バーであったりそういった娯楽施設があまりない。そのた

めサクラメント、サンフランシスコにわざわざ遊ぶために出向かなくてはならないのはデービスの町唯一の不満であろうか。と

にかくデービスの町は学生の町だけあって犯罪も少なく、勉強する環境が整っている。私はこの地を選んで後悔はしていな

い。 

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。 

     遊ぶために留学がしたいのなら私はカリフォルニア大学デービス校をおすすめはしない。なぜならデービスという

町は学生が快適に勉強するためにつくられている町だからである。毎週のようにビーチにいき、テーマパークに行くといった留

学生活を思い描いているのならこの大学は選ぶべきではない。それならば適当に海岸沿いに建てられた学校に通い、語学

留学をしておけばよい。とにかくデービスという町は留学を通じて勉学に励みたい人間には最適な場所なのではなかろうか。

アドバイスするとすれば、現地の学生、授業をなめるなということであろうか。 

 

 

 


