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 留 学 報 告 書  
記入日：  2019 年    9 月    10 日 

 
所属学部／研究科・学科／専攻      理工学部機械情報工学科 

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：      カリフォルニア大学バークレー校 

現地言語：      University of California Berkeley 

留学期間      2019 年     6 月～   2019  年    8 月 

留学した時の学年    2  年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年    1 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     2019 年    8 月   25  日 

明治大学卒業予定年     2022  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 月中旬 2 学期：1 月上旬〜5 月上旬 

3 学期： 5 月下旬〜 8 月中旬 

（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      41910 人 

創立年      1868 年 

 
留学費用項目 現地通貨 (＄) 円 備考 

授業料 8,056     854,290     円       

宿舎費 4,830     512,192     円       

食費 1,500    159,109         円       

図書費 150     15,910     円       

学用品費 0     0     円       

教養娯楽費 0     0     円       

被服費 0     0     円       

医療費 0     0     円       

保険費 322     34170     円 形態：      

渡航旅費 1,719     182,360     円       

雑費 3,000     318,120     円       

その他 0     0     円       

その他 0     0     円       

その他 0     0     円       

合計 19,577     2,076,151     円      $1 を¥106 とする 
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渡航関連 

渡航経路：     羽田-サンフランシスコ(JAL) 

渡航費用 

      チケットの種類    往復航空券    

      往路           ¥91,180 

      復路           ¥91,180 

      合計           ¥182,360  

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。 

     特に利用しませんでした 

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 (International House) 

2）部屋の形態 

 ■個室 OR ☐相部屋（同居人数     ） 
3）住居を探した方法： 

     以前バークレー校へ行った方々のアドバイスを参考にしました。 

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） 

     部屋は手狭ですが、勉強する分には十分な広さです。私の主観になりますが、食事はバークレー校

の学生寮の中で一番美味しいと思います。 

世界各国からの留学生が滞在しているので、様々なバックグラウンドを持つ方々と交流することが

できました。とても印象的な体験でした。コーヒーアワーなどの寮で企画されている数々のイベントを通

して多くの方々と交流することができ、英語の練習にもなったので、これらのイベントにはできるだけ積

極的に参加することをお勧めします。 

 

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。 

     個人的には特に問題はありませんでしたが、寮に相談窓口はあります。 

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？ 

    盗難対策の為に防犯機能を持つリュックサックを購入しました。また、犯罪の情報は定期的に大学の

公式サイトなどからチェックしました。これらのお陰で無事に三ヶ月過ごすことができました。 

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。） 

     寮での Wi-Fi 接続は全く問題ありませんでした。むしろ日本よりも Wi-Fi 環境は整っていて、カフ

ェなどに入れば大抵接続することができました。とても便利でした。しかし、セキュリティ上の観点か

ら、重要なネット上の手続きについてはカフェなどの Wi-Fi では誰が傍受しているか分からないので、信

頼できる接続先で行うことをお勧めします(CS61A のインストラクターより)。 

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。） 

     ATM で現金を下ろすことは一度もありませんでした。クレジットカードさえ持って行けばお金の心配

をする必要はないと思います。 

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。 

     特にありません。近場でなんでも揃います。 

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，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） 

     ２月ごろに授業料と寮費は支払いました。授業料は外貨送金で、寮費はクレジットカードで支払い

ました。 



International Student Center, Meiji University 

3 
 

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                                                         

     検討中です 

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。 

      

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。 

     検討中です 

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。 

      高い GPA を維持するようにしましょう。 

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。 

     7 単位 
■ 1 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）： 

     The Structure and Interpretation of Computer 

Programs (CS61A) 

     コンピュータープログラムの構造と解釈 

科目設置学部・研究科      EECS(電気工学コンピューターサイエンス学科) 

履修期間      Session C 

単位数      4 

本学での単位認定状況      1 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、実習 

授業時間数 １週間に  90 分が     8 回 

担当教授      Christopher Allsman , Alexander Stennet, Tiffany Perumpail 

授業内容      Python, Scheme, SQL という三種類のプログラミング言語を通してコ

ンピュータープログラムの基本的な構造について学び、数多くのプログラミ

ング言語に対する適応力を身につける 

試験・課題など      中間試験と期末試験が 1回ずつあります。課題の量は日本に比べると

多く、内容も簡単なものではありませんでした。具体的に言いますと、8 週

間を通して宿題が 8 回、実習の課題が 14 回出され、それ以外に大規模なプ

ロジェクトが 4 つ出されます。詳細はこちら

（https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61a/su19/）でご確認ください。 

感想を自由記入      とても難しい授業ではありましたが、私の人生の中で一番楽しい授業

でした。この授業のおかげで自分のプログラミング能力はかなり向上したと

思います。Python を用いて Scheme という別のプログラミング言語のインタ

プリタを作成する最後のプロジェクトはとても難しく、全ての問題を解きき

るのにかなりの時間を要しましたが、それと同時にプログラミング言語の構

造を理解することができました。最終的にバークレーのスコアで A(S 相当)

を取ることができ、この授業は私にとって本当に良い経験になったと思いま

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）： 

     English As a Second Language: Film      映画を通した英語の学習 

科目設置学部・研究科     ESL 

履修期間      Session D 

単位数      3 

本学での単位認定状況      0 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      ディスカッション 

授業時間数 １週間に  150   分が   2  回 

担当教授      Elizabeth Boner 

授業内容      様々な映画のテーマについてプレゼンテーションやディスカッション

をし、英語力を高める(留学生向けの授業)。 

試験・課題など      試験はなく、レポートやプレゼンテーションなどの課題が 6 週間のう

ち計 17 個あります。そのうちの 5 つはフィールドワークと呼ばれる、指定

された美術館などの施設へ行ってレポートを書くものでした。 

感想を自由記入      この授業は留学生向けの英語の授業です。私の留学の目的の一つは語

学力の向上だったので、この授業を通してスピーキングやライティングの能

力を鍛えることができ、非常に満足しています。 

 
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）： 

     Foundation of Data Science      データサイエンス基礎 

科目設置学部・研究科      データサイエンス学科 

履修期間      Session C 

単位数      4 

本学での単位認定状況      0 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、演習 

授業時間数 １週間に   60  分が    4 回、120 分が 1 回 

担当教授      Francie McQuarrie, Natalia Mushegian 

授業内容      Python を用いてデータサイエンスの基礎を学ぶ 

試験・課題など      中間試験と期末試験が 1回ずつあり、宿題が 23 個、大きなプロジェク

トが 2 つあります。 

感想を自由記入      私は当初はこの授業も含めバークレーで 11 単位取るつもりでした。し

かし、コンピューターサイエンス学科の相談員の方と相談したところ、サマ

ーセッションの期間においてコンピューターサイエンス系の授業を２つ取る

ことは例え正規の生徒であったとしてもかなり厳しいということだったの

で、CS61A に集中することを決め、この授業の履修は取り消しました。 
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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 

 

２０１７年 

１月～３月 
      

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       

２０１８年 

１月～３月 
      

４月～７月     TOEIC 対策 

８月～９月      TOEFL 対策 

１０月～１２月      サマーセッションへの応募、留学計画書等の準備 

２０１９年 

１月～３月 

     履修登録、寮の手配、ビザ取得、航空券の手配、 

授業の予習、英語力の向上 

４月～７月      授業の予習、渡航、中間試験 

８月～９月      期末試験、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 

     私にはアメリカの上位の大学院へ進学するという夢があります。しか

し、私はアメリカの高等教育機関での勉強の経験はありませんでした。そこ

で、大学在学中に留学をして、向こうのシステムが本当に自分に合っている

のかを見極めようと思い、今回のプログラムへ参加することを決めました。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

     語学力を少しでも向上させるのはもちろんのこと、履修する予定の授業

についての語彙や専門知識を深めることが特に重要だと思います。私の場合

は受ける授業に関する専門書を読んだり、過去の講義の動画を YouTube で見

たりして予習をしました。今回良い成績を取れた最大の要因はこれらの準備

を怠らなかったことだと思います。 
 

この留学先を選んだ理由 

     カリフォルニア大学バークレー校は世界有数の大学であるので、そこで

得た知識や経験は大学院へ進学する際に役立つと思ったからです。特に、こ

の大学のコンピューターサイエンス系の学科のレベルは非常に高いので、他

の大学で得ることのできない知識がそこにはあると考え、最終的な決定に至

りました。 

大学・学生の雰囲気 

     この大学にはとても自由な雰囲気がありました。そして、時間の使い方

が上手な学生が多いように感じました。遊ぶときは遊んで、勉強するときは

きちんと集中して勉強すると言った具合に、メリハリをつけて行動できる学

生が多かったです。 

寮の雰囲気 

     世界各国から多種多様なバックグラウンドを持つ人々が滞在していまし

た。彼らと交流できる様々なイベントが寮の方で企画されていたので、友達

を作る機会がとても多かったです。多くの方がとてもフレンドリーで、それ

もあってか、寮全体も自然と和気あいあいとした雰囲気に包まれていたよう

に感じます。 
 

交友関係 

     寮でのハイキング仲間や、本サマーセッションに参加した明治大学の生

徒達、そして宿題や試験対策を一緒に頑張ってきたクラスメイトなど、様々

な場所で友人を作ることができました。彼らのおかげで、私のサマーセッシ

ョンはとても良い思い出になったと思います。 
 

困ったこと，大変だったこと 

     ハイキング中にクレジットカードを落としたときは焦りました。すぐに

カード会社に連絡してカードを止めたので、幸いなことに大事には至らなか

ったのですが、自分の危機管理能力の低さを改めて感じました。 

 

学習内容・勉強について 

     私の受けた CS61A はこの学校のいわゆる名物授業で、夏学期にも関わら

ず 600 人以上の学生がこの授業を履修していました。8 週間ということもあ

り、授業の進みはとても速く、ついていくためには日頃の予習復習は欠かし

ませんでした。オフィスアワーや自主参加の復習会などの学習のサポートが

とても充実しているので、それらの機会を積極的に活用しました。そのよう

な場で互いに切磋琢磨することができる友人を作ることができて本当に幸運

でした。 

 

課題・試験について 

     課題の量はとても多く、その内容も難しいものでしたが、出された日に

すぐとりかかったり、オフィスアワーなどの時間を積極的に利用したりした

ことで、余裕を持ってこなすことができました。課題をこなすと同時に試験

勉強もしなければならなかったので、自分の時間の使い方について深く考え

させられました。最終的に良い成績を取ることができたので、努力が報われ

てとても満足しています。 
 

大学外の活動について 

  ロサンゼルス、サンフランシスコ、サクラメントなど、様々な場所に観

光に行きました。 
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留学を志す人へ 

 

    向こうでの授業は決して優しいものではありません。多くの学生がつい

ていくのに必死です。ですから、限られた時間をいかに効率的に使うかが鍵

となります。そのことを肝に銘じて行動することをお勧めします。また、健

康にはくれぐれも気をつけてください。徹夜などの無理はしないよう心がけ

ましょう。 
 

 

 

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 

     自習      自習      自習      自習      自習      自習   自由時間 

      

CS61A LEC 

      

CS61A LEC 

      

CS61A LEC 

      

CS61A LEC 

CS61A 

Guerrilla 
     自習   自由時間 

午後 

     

CS61A 

Tutoring 

     

COLWRIT5

C 

      

CS61A 

Tutoring 

      

COLWRIT5

C 

      

CS61A 

Guerrilla 

     自習   自由時間 

     

CS61A 

LAB 

      

CS61A 

DISC 

      

CS61A 

LAB 

      

CS61A 

DISC 

     自習      自習   自由時間   

夕刻      夕食      夕食      夕食      夕食      夕食      夕食      夕食 

夜      自習      自習 CoffeeHour      自習      自習      自習   自由時間 
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)  
Date：year     month     day      

 
School/Graduate School・Major 

At Meiji University 
     Undergraduate Mechanical Engineering Informatics Major 

Country of your study abroad      The United States of America 

Name of the host institution      University of California Berkeley 

Study period year 2019    month   June  ～year   2019  month     August 

Grade when you started the 

program 
year   Sophomore  （year at your departure） 

Grade you belonged to at the 

host institution 
year   Freshman  （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 year 2019    month  August   day    25th  

Expected year of graduation 

(from Meiji University) 
year   2022  month    March  

Information of Host Institution  

School type ☐National ■Public  ☐Private  ☐Other 

Academic calendar 

Semester1：  End of August～Middle of December  Semester2：

Beginning of January ～ Beginning of May Semester3：End of May ～ 

Middle of August      

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

September～Beginning of February） 

Number of students      41910 

Year of founding      1868 

 

Fees 
Local Currency 

($) 
Yen Note 

Tuition 8,056     854,290     yen       

Housing 4,830     512,192     yen       

Food 1,500    159,109         yen       

Books and Text 

books 
150     15,910     yen       

School Supplies 0     0     yen       

Recreation 0     0     yen       

Clothes 0     0     yen       

Medical 0     0     yen       

Insurance 322     34170     yen type：      

Travel expense 1,719     182,360     yen       

Petty expense 3,000     318,120     yen       

Other 0     0     yen       

Other 0     0     yen       

Other 0     0     yen       

Total 19,577     2,076,151     yen      1$ = ¥106 
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Travel Information 

Route：      

Travel Expenses 

      Ticket type          Round Trip Ticket 

      Outward         ¥91,180    

      Return           ¥91,180  

      Total             ¥182,360   

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

      

Accommodation 

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

     dormitory 

2）Room type 

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

      I followed the advice from the people who went to Berkeley before me. 

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

     The room is a little small but it is enough for studying. I think meals there are better than any other 

dormitories in Berkeley. 

           I was able to interact with students who have different backgrounds from each other. It was very 

impressive experience for me. I highly recommend you to take part in several events such as Coffee Hour 

because it is not only a good opportunity to practice your English but also a way to make a lot of friends 

through them. 

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? 

     I had no problems. But, there was an office for such cases. 

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?  

     I checked the official website about the security around the campus. Thanks to it, I was able to stay in 

Berkeley safely during Summer Sessions. 

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, I think the network environment in Berkeley is far better than that of Tokyo.  

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.） 

     I mainly used credit cards and I had never withdrawn any money from my bank account in Japan. 

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

     No 

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.） 

     In February 
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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.                                                          

     I’m still considering. 

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. 

     I haven’t decided yet because I’m a sophomore now. 

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

examination, and etc.) 

      You should keep your GPA high.  

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)  

    7 Credits 

■ 1 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： 

      The Structure and Interpretation of Computer Programs (CS61A) 

Faculty      EECS 

Duration      Session C 

Number of credits      4 

Number of credits 

converted to Meiji 
     1 Credit  

Class style      LECTURE, LAB, and DISCUSSION（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours      180 minutes * 4   times per week 

Professor       Christopher Allsman , Alexander Stennet, Tiffany Perumpail 

Contents 
     Learn the fundamental structure and the abstraction of computer programs 

through Python, Scheme, and SQL. 

Test, Homework etc. 

     It has midterm and final. You are supposed to do 14 LAB works, 8 

homework, and 4 big projects. The quality and quantity are really high. If you 

want to know about the class more detailed, check it on this page 

(https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61a/su19/). 

Comments / Advice 

     It was hard but the best class I’ve ever taken in my life. I think I became 

better at computer programming after taking this class. The final project that 

we had to make an interpreter which interprets Scheme into Python was very 

difficult and took me a lot of time to solve all problems. However, I was able to 

understand the structure of a different programming language. I finally got A in 

this class, so I’m proud of myself and satisfied with the result. 



International Student Center, Meiji University 

11 
 

 
Name of the Class： 

      English As a Second Language: Film 

Faculty      ESL 

Duration      Session D 

Number of credits      3 

Number of credits 

converted to Meiji 
     0 Credit 

Class style      Discussion（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours       150 minutes  * 2   times per week 

Professor       Elizabeth Boner 

Contents 
     It is an English class for foreign students in Berkeley, and you are 

supposed to do some presentations and discussions about the theme of several 

movies. 

Test, Homework etc.      You have to do 5 fieldworks and 12 homework. 

Comments / Advice 
     I’m satisfied with this class because I was able to improve my English 

ability, especially writing and speaking. 

 

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

 

January ～ March, 

2017 
      

April ～ July       

August ～ September       

October ～ December       

January ～ March, 

2018 
      

April ～ July     Preparing for TOEIC 

August ～ September     Preparing for TOEFL 

October ～ December      Applying for Berkeley Summer Sessions 

January ～ March 

2019 

     Course registration 

           Dormitory reservation 

Getting the student visa. 

Buying flight tickets  

Preparing for classes 

Studying English 

April ～ July 
     Preparing for classes 

     Midterm 

August ～ September      Final 

October ～ December       
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Report of Study Abroad 

 

Reasons why you 

decided to study abroad 

     I have a dream to go to top graduate school in the U.S. However, I’ve 

never studied there. So, I think I need to judge whether the system in the U.S 

matches me or not while I’m an undergraduate student. Hence, I decided to study 

abroad. 

Preparation for study 

abroad (including things 

you should have done.) 

     The most important thing is increasing the vocabulary and the knowledge 

about the class you are supposed to take during preparation, rather than just 

improving English. In my case, I read books and watched videos on YouTube 

about classes I was going to take. I think the best reason why I got such a good 

score in Berkeley was the good preparation. 
 

Reason why you chose 

the institution 

     I thought the knowledge and experience I would get in Berkeley should be 

useful for my future study because UCB is one of the best schools in the world.  

In particular, UCB is famous for its computer science faculty. So, I thought 

there must be a knowledge that I couldn’t gain in other schools. That’s why I 

finally chose this school. 

Description of the host 

institution and students 

there 

     There was a free atmosphere in this school. Students there seemed really 

good at managing their time. They separated play and study clearly. 

Description of  the 

dormitory you stayed 

     People from all over the world who have different backgrounds stayed 

there. There was a lot of events to interact with them. So, I had many 

opportunities to have friends. Most of them were friendly. So, the dormitory was 

filled with peaceful atmosphere. 
 

Friendship and community 

you belong to 

     I have lots of good memories because I made nice friends there. I went 

hiking with some of them, had dinner and chatted a lot in the dormitory, and put 

our efforts together for the exam. 

Difficulties and how you 

overcome those things 

     I started to panic when I dropped my credit card during hiking. I called the 

credit card company at once so nothing happened fortunately. But I found myself 

how careless I had been. 

 

About your study and 

research (are of study, 

levels of the classes, 

classmates, how to 

manage your study plans, 

and etc.) 

     The class I took was really famous and more than 600 students enrolled 

this class even though it is summer. It was really fast because it had only 8 

weeks. So, I had no time to be lazy otherwise I would have failed. There are 

plenty of time to ask some questions thanks to the office hour. I made use of it 

actively.  

About homework and 

exams 

     The quality and quantity of homework were really high. However, by doing it 

as soon as it had been released and making use of office hour actively, I was 

able to finish them in good time. I had to think about how to manage my time 

deeply since I had to prepare for the exam simultaneously. I’m satisfied because I 

got a good score in the end. 
 

About extra activities 

     I went sightseeing in LA, Sacramento, and San Francisco.  
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Messages and advice for 

students wishing to 

study abroad 

     Classes there are far from easy. Lots of students are struggling to follow 

up the class regardless which university they are from. So, the most important 

thing is to think about how to use your time most efficiently every day. You 

should keep this in mind. And, take care of yourself try to stay healthy there. I 

don’t recommend you to spend all night studying. 

 

Weekly schedule during the study abroad (Reference) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning 

     

Studying 

     

Studying 

      

Studying 

      

Studying 

      

Studying 

      

Studying 
Free time 

      

CS61A LEC 

      

CS61A LEC 
CS61A LEC 

      

CS61A LEC 

CS61A 

Guerrilla 

      

Studying 
Free time 

Afternoo

n 

     

CS61A 

Tutoring 

     

COLWRIT5

C 

CS61A 

Tutoring 

      

COLWRIT5

C 

      

CS61A 

Guerrilla 

      

Studying 
Free time 

     

CS61A 

LAB 

      

CS61A 

DISC 

 CS61A LAB 

      

CS61A 

DISC 

      

Studying 

      

Studying 
Free time 

Evening 
     

Dinner 

      

Dinner 

      

Dinner 

      

Dinner 

      

Dinner 

      

Dinner 

      

Dinner 

Night 
      

Studying 

      

Studying 
Coffee Hour 

      

Studying 

      

Studying 

      

Studying 
Free time 

 


