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 留 学 報 告 書  
記入日：2018 年 8 月 16 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先行 

留学先国 アメリカ 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： カリフォルニア大学バークレー校 

現地言語： University of California Berkeley 

留学期間 2018 年 5 月～2018 年 8 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 2018 年 8 月 24 日 

明治大学卒業予定年 2020 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：      2 学期：      3 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       

創立年 1868 

 

留学費用項目 現地通貨 (US$) 円 備考 

授業料 8382 896874 円 11Units, uncluding other fees 

宿舎費 2050 225500 円 BSC-Housing 

食費 616 70000 円       

図書費 54 6200 円       

学用品費 34 4000 円 授業のパワポ見るのに必要な登録料、ノートなど 

教養娯楽費 80 9120 円 musical 
被服費 40 4560 円 パーカーと t-shirt 
医療費 0 0 円       

保険費 370 42130 円 形態：planB 

渡航旅費 877 100000 円       

雑費 125 14281 円 laundry,transportation,souvenier 

その他 325 37050 円 trip 

その他            円       

その他            円       

合計 12943 1410615 円       
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渡航関連 

渡航経路：行き：HND→LA→VANCOUVER 帰り：LA→HND 

渡航費用 

      チケットの種類        

      往路       60000 円くらい 

      復路       50000 円くらい 

      合計       110000 円くらい 

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。 

基本的に、安さで選びました。expedia などのサイトで経路を調べてから直接航空会社でよやくすると変更したりキャ

ンセルしたりするときに楽になります。 

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） 

学校の生協が運営する寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数 2 inclusing me） 
3）住居を探した方法： 

berkeley の HP から 

4）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） 

とりあえず、安くておすすめです。キッチンや冷蔵庫があるので自由に食に関してはできます。ラウンドりーも周りで一番

安いです。現地のアメリカを味わうのにはもってこいだと思います。現地生が多く、インターンシップやアルバイトしてる人

が多いです。 

現地情報 

1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受けることは

可能でしたか？ 

利用する機会が無かった 

利用した：      

2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。 

      

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？ 

berkeley からメールが来た。特に犯罪には合わなかった 

4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。 
（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。） 

wi-fi 環境の下でのみ使った。基本的に問題はないがたまに不便な時もある。バス、電車で使えないのが痛い。学校

ではどこでもつながる。いろんなお店に行ってパスワードゲットすれば使える範囲は広がる。 

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。） 

基本はクレジットカードかデビットカードだったので、現金は持ってきたものでやりくりしていた。足りなくなったら、友田津と

遊んだ時にカードで建て替えて現金でもらってた。 

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。 

醤油、ボールペン(高いので。)ロッカーのカギ（旅行して買えるなら）、ドレッシング（おいしいものが少ない）、飛行機で

使う枕（普段も使えて便利） 

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，渡航前に留学先大学から指示があった，渡航

後のオリエンテーションで支払いに関する案内があった等） 

授業料は、両親に限度額を上げてもらって支払った。あとはそこまで高額ではなく、分割もできたので自分のカードで

支払った。2 月くらいに授業料、3 月のその他もろもろのお金や寮のお金を振り込んだ。 
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卒業後の進路について 

1) 進路 

就職   進学    未定  その他：      

2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など                                                         

      

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、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※１～３年生で、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。  

      

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。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を不安に思

い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

※１～３年生で、就職活動をこれから始める場合は、留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の

変化等を教えてください。 

インターンしたいなら、SummerSession 終わってから早く帰るべき。留学で自分のやりたいことや、自分に向いているこ

とを見つけることができるので仕事を絞りやすくなると思う。 

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、留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 

      

 

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。 

11 単位 
     単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)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）： 

Negotiation and Conflict Resolution 交渉学 

科目設置学部・研究科 business 

履修期間 SessionA 

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、交渉（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 150 分が 3 回 

担当教授 Cort. 

授業内容 毎回生徒間での交渉を通じながら交渉について学ぶ。授業の最後に少しレクチャー

がある。 

試験・課題など 試験はペーパーで穴埋め、マルチプル、論述。教科書をもとに出る。課題は、後半の

プレゼンテーションと、その要約、授業を通した自分の交渉に対する姿勢についてのレ

ポート 

感想を自由記入 こんなに自分のためになった授業は今までない。クラスの仲もよいし、教授も 

熱心。教科書も面白い。 
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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）： 

Great Depression to Recession : Short course 経済学（歴史） 

科目設置学部・研究科  

履修期間 Session A 

単位数 2 

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 150 分が 2 回 

担当教授 Adrejes 

授業内容 ひたすら、世界恐慌や大付表について学ぶ。それまでの歴史や原因、など。 

試験・課題など mid-term はネット提出で、論述とグラフ作成があった。final-term はペーパーで

論述。課題は、毎週あった。 

感想を自由記入 教授が非常にやさしくて、質問に非常に真摯に答えてくれた。しかし、内容としてはとて

も難しかった。 

 

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）： 

Introduction to international Business 国際ビジネス総論 

科目設置学部・研究科 Business 

履修期間 SessionD 

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 150 分が 3 回 

担当教授 Daniel 
授業内容 テキストに沿ってパワポによる講義。 

試験・課題など 試験はすべてネットを通じて行う。mid-term は 2 枚、final は 3 枚。case 
study. 課題は、2 回、軽いもの。 

感想を自由記入 人数が多く、テキストを読めばわかるのであまりお勧めしない。 

 

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）： 

Industrial-Organizational Psychology  産業心理学 

科目設置学部・研究科 psychology 

履修期間 SessionD 

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 150 分が 3 回 

担当教授 Chris 

授業内容 産業心理学について学ぶ。教授の体験談など、フランクに話してくれる。 

 

試験・課題など 試験はどちらもマルチプルのペーパー。勉強すればできる。課題は、全部で４つあり、

ケーススタディなど。 

感想を自由記入 興味がある授業だったのでテキストを読むのが面白かった。教授の英語が聞きやす

く、冗談が好きな教授である。しかし、教室が古く、机が小さかったことが不満。課題も

結構難しかった。 
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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、留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

 

２０１６年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       

２０１７年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月 出願・決定 

２０１８年 

１月～３月 
期末テスト、受賞登録、授業料支払い、I-20 取得、VISA 取得 

４月～７月 

オリエンテーション、書類提出、出国 

5 月：SessionA 開始 

6 月：試験 

7 月：SessionD 開始・中間試験 

８月～９月 
8 月：期末試験 

9 月：帰国 

１０月～１２月       
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留学体験記 

留学しようと決めた理由 

 私が留学を決めた大きな理由は、いったん今までの生活をリセットしたかったからで

す。 

 大学生になり、サークルをはじめ、2 年生になってからそれらの活動、また外部団

体での活動、ゼミでの活動、そしてアルバイトなど、毎日非常に忙しい生活をしていま

した。しかし、少しずつこの生活に窮屈さを感じるようになりました。なぜなら、常に何

かに追われているからです。例えば、サークルの活動をしながらも、ゼミの合宿につい

て考えなければならない、などです。そういう生活の中で自分について考える時間は

ほとんどありませんでした。このままではすべてが中途半端に終わってしまうと思い、

一度自分を新しい環境で一人身を置き、何か一つに集中しようと思い留学を決めま

した。もちろん、英語力をつけたいというのは根本としてありますが、勉強に集中する

ために留学を決めました。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

リスニング力はもっと鍛えてから行くべきでした。なぜなら、聞き取れないと、話すこと

ができないからです。何を言っているのかがわかりさえすれば、片言でも話すことはで

きます。たいていの人は片言でも理解してくれるので、一番大事なのはリスニング力

です。なので、リスニング力はあって損はしないので、トフルの勉強などを通じて鍛え

ておくといいと思います。特に、トフルは講義のリスニングテストがあるので、大学に実

際に行ったときに役立つと思います。スピーキングに関しては、日常会話くらいなら基

本何とかなるので心配はいらないはずです。 

この留学先を選んだ理由 

 こｎのサマーセッションを選んだ理由は 2 つあります。一つは 3 か月であったこと。も

う一つは世界トップレベルの大学であること。 

 私は、留学をずっとしたいと思っていたけれど、留学に対して不安が大きくなかなか

踏み出せませんでした。しかし、このセッションは 3 か月であったためその不安をかな

り削減してくれました。また、3 年生の時期に留学するというのは就活にもかなり響くの

で、この時期ならば 3 か月が一番いいと判断しました・ 

 もう一つは、世界ランキングでトップレベルの大学だったからです。ずっと明治で過

ごすより、もっとレベルの高い生徒を見てみたいという好奇心がありました。特に、アメ

リカは世界の中でもビジネスなどすべてにおいて発展しているのでそれを肌で感じ、

実際に現地性と触れ合いながらそのヒントを得たいと感じたからです。 

大学・学生の雰囲気 

大学の雰囲気としては、とても穏やかな印象です。キャンパスは非常に広く、一周す

るのにとても時間がかかります。けれど、気候も良いせいか、いたるところに芝生があ

り、多くの人がそこでランチをしたりキュ系したりしています。 毎日、ツアーが開催さ

れており、大木の観光客が訪れています。周りには BOBA TEA あやレストランがたく

さんあり、学生の街というような感じがしました。 

学生の雰囲気として、現地性はとてもオープンマインドであるということです。授業中

のディスカッションの際も現地性は私たちのようにうまく話せなくても、親しく接してくれ

ます。また、ほとんどの学生がジムに通っています。ジムが 2 つあり、ヨガなでいろいろ

なレッスンも開催されているのでそれらに参加するなど、勉強と運動どちらにも一生

懸命な印象です。 

寮の雰囲気 

現地性がたくさんいました。雰囲気としては、ほかの量に比べ大人な感じです。言い

換えると、ほかの寮は留学生がほとんどなのでイベントが留学生向けにたくさん行わ

れていたり交流会があったりしますが、私の寮は基本的にパーティーという形になりま

す。そして、すべて寮の人たちが開催するものとなるので現地のパーティーを味わう

ことができます。人にもよりますが、とてもフレンドリーでとてもやさしいです。 

 しかし、私の寮は少し汚く、お湯が出ないことやトイレットペーパーがない、電気がつ

かないなどいろいろなハプニングが起こりました。そういうのも現地の人にしてみたら

結構当たり前のようなのでアメリカらしい寮であると思います。 

交友関係 

私の寮は基本働いている人がおおく忙しい人が多かったのであまり、どこかに一緒に

行くような友達はできませんでした、唯一できた友達は、後半からやってきた中国人

の子です。 その他の交友関係は ihouse の日本人の友達が遊びに誘ってくれたりし

たことで少しずつ交友関係は広まりました。また、ihouse の coffee hour や MMC で

毎週行われるイベントに参加して少し打つ友達を増やしていきました。授業ではあま

り友達は作れませんでした。 
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困ったこと，大変だったこ

と 

一番精神的にきつかったことは、入寮して 2 週間がたった時でした。寮の生活慣れ

ておらず、メールなどを見る暇がなかったことが原因で、いきなり部屋を変えなければ

いけないことになってしまいました、しかも。その部屋は電気がつかず真っ暗な部屋で

した。朝いつも部屋で勉強していたのでとてもきつかったです。勉強が間に合わない

ことと寮でのハプニングで精神的にいちばんやられました。 

 もう一つ大変だったことは食事面です。キッチンに冷蔵庫もあり、とても便利なので

すが、食材がひとりだとなかなか減らず毎日同じになってしまう飽きてしまいました。

また、アメリカの野菜はまずく生で食べられないのでなかなか栄養を均等にとることが

難しかったです。 授業の関係で食べないことも増え、健康にあまりよくない生活をし

ていました。同じ寮の日本人がいなかったので、心の頼りがおらず最初は結構きつか

ったです。 

学習内容・勉強について 

SessionA の交渉額は 6 週間で本を 4 冊読まなければいけなかったので、授業が終

わった後はひたすら読んでいました。内容はとても面白く、区ではありませんでした。3

週間くらいがたったころには、本にも慣れて非常に早く読めるようになっていました。 

基本的に、朝 6 時に起きて勉強してから授業に行き、終わってから友達とお比呂を

食べて一緒に勉強をする、という生活でした。  

 SessionD からは勉強場所を部屋ではなく、毎回違う場所で勉強すると決めて勉強

しました。なぜならその方が集中力が続くからです、バークレーにはたくさんの勉強ス

ペースがあるので毎回値は宇建物に入り閉まるまで勉強していました。 

課題・試験について 

 課題については、いつも日本語で文章を作成してから英語に直す、というさぎょを

続けていました。しかし、これではものすごく時間がかかるので、日本語で書くのはガ

イドラインで止めておくべきでした。その後、google 翻訳にかけてみて自分で訂正しな

がら推敲し、最後文法チェックできるアプリを使って仕上げをしました。同じ授業をとっ

ている友達がいればそのこと総ファンしながらやったりしていました。 

 試験については、やはり、友達同士でお互いに問題を大差うことがいちばん効果が

あるということがわかりました。それぞれ、自分で復習をし、最後に問題を出し合うこと

で整理され、正答率にもつながりました。 

大学外の活動について 
大学外の活動については、ほとんどやっていません。基本的には、友達とどこかに遊

びに行っていました。 

留学を志す人へ 

 

なにか新しいことをする、しかも英語となるとどうしてもためってしまう人が多いかもし

れません、しかし、来てみれば意外と何とかなってしまいます。ハプニングを楽しむこ

とも海外の醍醐味です。少しでお留学を考えているなら絶対に試してみるべきです。 

 

 

 

一週間のスケジュール（例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午

前

中 

 study study stdy study 遊び study 

study class class class       遊び 遊び 

午

後 

    

  
study/lunch study/lunch study/lunch shopping 遊び 遊び 

    

  
class       class       遊び 遊び 

夕

刻 

    

  
study/dinner gym/dinner gym/dinner gym/dinner 遊び 遊び 

夜 sleeping sleeping sleeping sleeping sleeping sleeping sleeping 
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)  
Date：year2018month8day16 

 

School/Graduate School・Major 

At Meiji University 
Meiji Uniersity/ Commerce 

Country of your study abroad USA 

Name of the host institution University of California Berkeley 

Study period year2018month5～year2018month8 

Grade when you started the 

program 
year3（year at your departure） 

Grade you belonged to at the 

host institution 
year3（year you have belonged to at host institution） 

School you belonged to at the 

host institution 

    

 Haven’t belonged to specific school. 

Date of return year2018month8day24 

Expected year of graduation 

(from Meiji University) 
year2020month3 

Information of Host Institution  

School type National Public  Private  Other 

Academic calendar 

Semester1 ：       Semester2 ：       Semester3 ：     

  

（e.g./Semester１：Beginning of April～End of July, Semester２：Middle of 

September～Beginning of February） 

Number of students       

Year of founding 1868 

 

Fees 
Local Currency 

(US$) 
Yen Note 

Tuition 8382 896874yen       

Housing 2050 225500 yen       

Food 616 70000 yen       

Books and Text 

books 
54 6200 yen       

School Supplies 34 4000 yen       

Recreation 80 9120 yen       

Clothes 40 4560 yen       

Medical 0 0 yen       

Insurance 370 42130 yen type：Planb 

Travel expense 877 100000 yen       

Petty expense 125 14281 yen       

Other 325 37050 yen       

Other             yen       

Other             yen       

Total 12943 1410615 yen       
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Travel Information 

Route：HND to LAX to Vancouver / LAX to HND 

Travel Expenses 

      Ticket type     economy 
      Outward       $600 
      Return         $500 
      Total          $11000 

Travel company you used, guidebooks, or any other resources you referred during the preparation:  

Delta, ANA 

Accommodation 

1）Housing type （e.g.：apartment, dormitory of host institution etc.） 

CO-OP Housing 

2）Room type 

 Single OR Living with others（Number of room mate1） 
3）How did you find the residence?： 

via Berkeley HP 

4）Comments ：（Describe your life at the housing and advise to students who are willing to study abroad.） 

I really recommend this house because I can know the real American lifestyle. Especially 
the best thing og this house is cheap. 

Local Information 

1）Have you gone to any hospitals during studying abroad? Are there any clinics or medical offices at the host 

institution? 

No,  

Yes：      

2）Who did you consult with if you have any problems? Is there any specific office where you could consult at 

the host institution? 

      

3）How did you get information on risk management ? Have you encountered any dangerous situations or crimes 

during your stay? If yes, how did you deal with the problem?  

via berkeley e-mail 

4）Are there any troubles or comments regarding the use of PC, cell phones, and the Internet?  
（e.g.：The Internet environment at the dormitory was unstable and it stopped once a week. I could connect the Internet at café 

in the town, so I visit it during the time.）  

no 

5）How did you bring your money?  
（e.g.：I opened a bank account at a local bank and asked my parents to make wire transfers. The bank account couldn’t be 

opened before completing alien registration there. I also used my credit card for shopping.） 

most of Credit card 

6）Are there any items you should have brought from Japan? 

Soy source, Dressing, pillow for travel 

7）【Fee-paying program】The way and timing you have paid the tuition and fee.（e.g.：Paid by my own credit card 

before departure / Opened a bank account and made the payment through it after arrival/ Received the 

information from the host institution before departure/ Informed how to make the payment at the orientation 

after arrival/ and etc.） 

On Februaly, I paied tution fee. 
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After Graduation 

1) Career plan after graduation 

Start working    Continue studying    Not decided  Other：      

2) Any documents, book or organizations referred when you decided your career plan.                                                          

      

3) If you will start working, please mention the company and the reason why you decided to join it. (Not 

mandatory, writing the name of company only is also accepted.) 

※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe which industry you want to 

work for. (not mandatory) 

      

4) Any advices or comments regarding your job hunting. 

※For 1st～3rd year students who are going to start job hunting, please describe your motivation toward it or 

any changes occurred on your career plan through studying abroad. 

      

5) If you will continue studying, please write the institution you are going to. 

      

6）Any advices for students who wish to continue studying after studying abroad (about preparation for 

examination, and etc.) 

       

7) If you selected “Other”above, please describe your plan and provide some advices to the students who 

wish to study abroad in the future. 

      

 

Report of your study（Describe the details of all the classes you took） 

1)Number of credits you’ve earned Number of Credits you converted (at Meiji University)  

11Credits 

     Credits 

 Haven’t requested to convert any credits 

(Reason：     ) 

2) Please describe each class you took during studying abroad including advice for students who wish to study 

abroad. If the space is not enough, make another document (A4 size) and attach it to this report. 

Name of the class： 

Negotiation and Congliction Resolution 

Faculty Business 

Duration SessionA 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

Class style Lecture, Discussion（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 150minutes *3times per week 

Professor Cort 

Contents about many kinds of negotiation. 

Test, Homework etc. 

Test: there are two paper exam. there were true or false, 
multiple, writing test. there were two assignment. One is 
presentation , the another is the report  about what is my 
negotiation style. 

Comments / Advice 

I really recommend this class because this class is usegul in the 
future and I can make friends in this class. moreover, the 
professor was really nice. 
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Name of the Class： 

Great Depression to Great Recession : Short Course 

Faculty History 

Duration SessionA 

Number of credits 2 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

Class style Lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 150minutes 2times per week 

Professor Andrej 
Contents about the history of Great Depression and Great recession. 

Test, Homework etc. 
there was an assignment per week. Mid term is through b 
courese and final exam is paper test and Homework test.  

Comments / Advice 
This class was really difficult because this theme was quite 
complex andt specific. But the professo was very kind for us and 
flexible. 

 

Name of the Class： 

Introduction to international business 

Faculty Business 

Duration SessionD 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

Class style lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 150minutes 3times per week 

Professor Daniel 
Contents about intoroduction to business such as localaization 

Test, Homework etc. 
there were only via bcourse assignments and tests. 2 
assignments and 2 exams. 

Comments / Advice 
If you have much knowledge about international business, you 
should not choise this class.  

 
Name of the Class： 

Industrial-Organization psychology 

Faculty psychology 

Duration SessionD 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

Class style lucture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 150minutes 3times per week 

Professor Chris 

Contents 
this is the introduction to I/O psychology. We can learn about the 
human resourses/ 

Test, Homework etc. 
there were four assignments and two exams. moreover we have 
to participate the RPP which is the research of psychology. 

Comments / Advice 
Because I am interested in this subjects, I was fun. BUt if you 
are not interested in this , it will be boring. 

 
Go to the next part↓: 
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Time Chart for the Study Abroad 

Please describe things you have done from preparation before your departure (including 

studying), during your staying abroad, and after returning to Meiji University.  

(e.g.： Studied for language proficiency test, inner screening, application, middle exam (during 

study abroad program), final exam, other events, and etc.) 

 

January ～ March, 

2016 
      

April ～ July       

August ～ September       

October ～ December       

January ～ March, 

2017 
      

April ～ July       

August ～ September 
decided to study abroad 
 

October ～ December applying 

January ～ March 

2018 
preparing 
apply I-20, VISA 

April ～ July 

Leave Japan 
May : start cSessionA 
June : Mid term 
July : Final term and start SessionD 

August ～ September 
Session D final Exam 
back to Japan 

October ～ December       
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Report of Study Abroad 

 

Reasons why you decided 

to study abroad 

there is big reason why I decided to sdutdy abroad. 
it is because that I would like to concentrate on one things. that 
is, "study". When I was second grade, There were many things 
I have to do such as Clab activity, lab, and other activity. the 
rnd of Second grade, I was tired because of busy and I felt I want 
to do one things wspecially, study. that is why I decided to study 
abroad. 

Preparation for study 

abroad (including things 

you should have done.) 

 I should have improved my listening skill before starting 
abroad because if I had more listenind skill, I could talk with 
many people. It is more imortant to listen than speak because 
even if I cannot speak well, most of people can understand what 
I want to say.However, when I cannot maku sure what a friend 
say, I cannoy talk with he or her. Moreover, if i always ask the 
friend to repeat, the friend is not willing to talk with me. that 
is why the most imortant skill is Listening. 
 

Reason why you chose 

the institution 

I have tow reasons. One is the university is one of the top og 
universities in the world and the another is there was no risk 
to study abroad. 
 fisrt, I had diceided to study abroad at the high level 
university, but there were no universities which my university 
have a rerationship. yough this program is only three months, 
this university had meet my needs. so I decided to go this 
university. 
 Second, at first I was worry about my job hunting by studying 
abroad because I am junior. If I keave Japan an year, it can be 
big impact on my job. However, this program is hust three 
months. I though it will be not big effect to my job 
hunting.Hence, I decided this univestity as study abroad.  

Description of the host 

institution and students 

there 

 The Universit has large cumpas and many glasses.we can 
picnic in there. the cumpas is really calm and safe. 
Students have a big room for us. Especially most of students 
usually go to the gym. 

Description of  the 

dormitory you stayed 

Mu domitory was small house and most of students were local. 
that is why I could feel the real amercanlifestyle. 
 

Friendship and community 

you belong to 

I could not make friends in my house because moust ob students 
were busy to woek but my friends who live in I house invited 
me to go somewhere. throught this opportunity, I could make 
friends. 
 I usually joined coffee hour at i house and events at MMC. 
through these events I got along with many peoples. 
 

Difficulties and how you 

overcome those things 

 At first, I was not used to live in mu house but there were many 
things I have to do in order to live. Hoerver, because I ccould 
not understand the meaning of e-mailand other documents, I 
have to change my room and the room wasn't right. this was the 
most hardest experience for me. 
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About your study and 

research (are of study, 

levels of the classes, 

classmates, how to 

manage your study plans, 

and etc.) 

in SessionA, I studied all day because I readyslowly and have 
to read four books for six weeks. 
 

About homework and 

exams 

I always had finished assignments a few days before the due 
day.  
 

 

About extra activities 

no 

just go to somewhere with my friends 
 

 

Messages and advice for 

students wishing to study 

abroad 

Always do what you are afraid to do. 
 

 

 

Weekly schedule during the study abroad (Reference) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning 

study study study study study study play 

study class class class study play play 

Afternoon 

lunch lunch lunch lunch lunch play play 

chores class study class study play play 

Evening dinner dinner gym gym gym play play 

Night sleeping sleeping sleeping slleeping sleeping sleeping sleeping 

. 

 


