
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 7日 

留 学 先 大 学 コロンビア大学 (Visiting Student Program) 

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）：専門教育学部，（現地言語での名称）：School of Professional Studies 

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 2021年9月－2021年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 農学部食料環境政策学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部４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 HP を参照し，学習計画や資金計画を立てました。英語の準備に関していえば，リスニング能力を「毎日」必ず鍛える

ようにしてください。また，アメリカに留学する場合，必ず I-20を持参してください。私は I-20 を自宅に忘れてしまい，羽田空

港で出国を止められかけました。電子コピーを Oh-o! Meiji上に控えていたため，それをコンビニで印刷して，何とかアメリカま

で辿り着きました。必要な書類を持参することはもちろんですが，スマートフォンやパソコンからアクセスできる場所に I-20 や

ビザのコピー，ワクチン接種証明書のコピーを置いておくことをお勧めします。 

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：在日米国大使館 
ビザ取得所要日数：１週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約６万円（SEVIS費用等含む） 

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？ 

財政証明書，入学許可証。財政証明書については，親に英文財政証明書の手配を依頼しました。また，「海外トップユニバ

ーシティ留学奨励助成金 S」を受給予定だったため，国際教育事務室の方に依頼し，レターを発行していただきました。入

学許可証はコロンビア大学の出願ポータルサイトから出力しました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

米国大使館 HP上の申請フォームを記入し，面接予約をとる。面接日に大使館にて面接を受ける。 

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？ 

現在どこの大学に所属しているのか。交換留学生なのかそうではないのか。留学期間はどのくらいか。学費は誰が負担する

のか。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

米国大使館 HP上の申請フォームの記入には時間がかかります。詳細は在日米国大使館が YouTube上に説明動画をアッ

プロードしておりますのでご参照ください（「ビザ申請 アメリカ」と検索）。また，ビザ申請にあたって親族以外の保証人が２人

必要になるので友達等に早めにお願いしましょう。 

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） 

コロンビア大学の場合はおそらく寮が提供されないので，特に住居確保に早めに取り組んでください。後述します専用のサイ

トからルームメイトや下宿先のアパートを探すことができます。私と同時期に総合数理学部からコロンビア大学に留学された

方がいらっしゃるので，そちらの方の留学近況報告書も参照して下さい。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ルフトハンザ 

航空券手配方法 
Expedia にて予約 

※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 JFK International Airport 現地到着時刻 14:00 

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                      

移動の所要時間       

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 

現地到着日に大学へは行きませんでした。荷物も多いと思いますので地下鉄もしくは Uber という配車サービスを利用することをおすすめ

します。 

大学到着日 9月 3 日 10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（叔父） 

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 叔父がニューヨークに在住していたことや，コロンビア大学専門教育学部の学生向けに寮が提供

されていないこともあり，叔父宅に住まわせてもらうようコンタクトを取りました。大学斡旋の住居は

Columbia Housing というサイトから探すことが可能です。 

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？ 

はい。特にトラブル等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 2021年 9 月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？ 履修登録や大学施設，コロナ対策に関するガイダンス。オンライン開催でした。 

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 ９月９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？ 

コロンビア大学の専用サイトから米国に入国した旨，報告が必要。ISSO という留学生を担当する部署からメールが届くのでそ

の指示に従って滞りなく手続きを済ませてください。料金等は発生せず，1分ほどで終わる簡単な作業です。 

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？ 

PCR 検査を受けました。コロンビア大学の学生・教職員の健康を管理する部署の HP 上で PCR 検査の日程を指定し，授業

開始日までに検査を受けるという形です。費用は無料です。大学構内で検査は実施されます。 

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？ 



はい，Chase Bankで開設しました。I-20，ビザ，学生証，パスポート，現地滞在住所が必要です。銀行口座は即日開設され

ます。デビットカードが１週間後に届きますが，iPhone やタッチ決済に対応したスマートフォンを持っていれば，それで支払い

をしたり，お金を下ろしたりすることができます。 

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フリーの携帯を日本から持参しました。T-Mobileにて５０ドル/月，通信・通話無制限のプランに加入しました。パスポート

と現地住所があれば開設できたと思います。即日中に回線は開設されます。英語での手続きになるので，契約内容をよく

確認しましょう。聞き取れなかったら遠慮なく Sorry?ということが大切です。 

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 20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？  

履修登録専用のサイトから登録をしました。 

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？ 

はい，変更・追加できました。希望通りの授業を取ることができました。 



 

 

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 
                        1 日睡眠，夜に

友人と食事に行

く こ と も あ り ま

す。 

自習，休養もし

くは友人と外出 

自習，休養もし

くは友人と外出 

8:00 
                                          

9:00 
中国語の授業 中国語の授業 中国語の授業 中国語の授業                   

10:00 
      自習 自習 自習                   

11:00 
      自習 自習 自習                   

12:00 
統計学の授業の

補習 

自習 自習 自習                   

13:00 
自習 統計学の授業の

補習 

自習 自習                   

14:00 
自習 自習 自習 自習                   

15:00 
自習 中国語の授業の

補習 

自習 自習                   

16:00 
自習 自習 自習 自習                   

17:00 
自習 自習 自習 自習                   

18:00 
統計学・プログラミ

ング言語に関する

授業 

統計学の授業 自習 統計学の授業                   

19:00 
統計学・プログラミ

ング言語に関する

授業 

      自習 帰宅                   

20:00 
統計学・プログラミ

ング言語に関する

授業 

帰宅 自習                         

21:00 
自習 留学アドバイザー

の活動があれば

アドバイジング 

自習 進学先大学院

のゼミ（オンライ

ン） 

                  

22:00 
帰宅  明治大学でのゼ

ミ 

帰宅 進学先大学院

のゼミ（オンライ

ン） 

                  

23:00 
      明治大学でのゼ

ミ 

      進学先大学院

のゼミ（オンライ

ン） 

                  

24:00 
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。 

コロンビア大学は施設や授業のサポート体制など，授業料が高額なだけあって非常に充実しています。所属学部では新入

生歓迎のイベントが開催されたり，学部オリジナルのリュックサックやグッズがプレゼントされたりと，短期間の留学ながらコロン

ビア大学に愛校心を抱きそうです。また，授業に関しては，現地大学生の積極的に質問・発言する姿勢にとても圧倒されて

います。私は中国語の授業を履修していますが，欧米の学生が流暢な中国語を話していることに驚くとともに，世界では２言

語以上の外国語を運用できることが標準になりつつあると感じました。アメリカに留学するとはいえ英語の他にいくつか言語を

知っておくと，一目置かれる存在となり，友達作りにも苦労しないと思います。最後に，コロンビア大学はキャンパスから数駅

のところにタイムズスクエアがあることから，毎日の通学が楽しくなる留学先です。物価が高いため少々お財布は苦しいです

が，ニューヨークの中心地で学習・生活できることに感動しながら毎日を過ごしております。 

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。 

TOEFL 100もしくは IELTS 7.0という高い語学要件に加えて，高い GPAが求められるなど，コロンビア大学への留学はハード

ルが高いことは間違いありません。しかしながら，挑戦しなければ可能性は０のままです。語学試験に向けた勉強や明治大

学での学習に日々精進したその先には，ニューヨークでの華やかな留学生活が皆さんを待っています。大変なことも多いで

しょうが，是非めげずにがんばって下さい！ 

 


