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 留 学 報 告 書  
記入日：2019 年 9 月 21 日 

所属学部／研究科・学科／専攻 農学部農学科 

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デービス校 

現地言語： 英語 

留学期間 2019 年 6 月～2019 年 9 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 2019 年 9 月 19 日 

明治大学卒業予定年 2021 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：9 月下旬～12 月中旬 2 学期：1 月上旬～3 月中旬 3 学期：3 月

下旬～6 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 約 35000 人 

創立年 1905 年 

 

留学費用項目 現地通貨 (＄) 円 備考 

授業料 7125 800000 円       

宿舎費 5950 650000 円       

食費 300 30000 円       

図書費 18 2000 円 Design of Coffee 教材 

学用品費 5 500 円       

教養娯楽費 45 5000 円 演劇鑑賞費、Design of Coffee ラボ代 

被服費            円       

医療費            円       

保険費 200 20000 円 形態：明大サポート 

渡航旅費 2000 200000 円       

雑費 100 10000 円 SIM カード 

その他            円       

その他            円       

その他            円       

合計 15743 1717500 円       
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渡航関連 

渡航経路：航空機 

渡航費用 

      チケットの種類  エコノミー 

      往路       118350 円 

      復路       100000 円 

      合計       218350 円 

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。 

スカイチケット 

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） 

大学の寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数 2 人） 
3）住居を探した方法： 

GSP（グローバルスタディープログラム）担当者への問い合わせ 

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） 

ホームステイやアパートメントのほうが安いです。セッション１は寮に滞在してアパートメントを探して、セッション２からそこ

に滞在するのが良いかもしれません。 

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。 

GSP（グローバルスタディープログラム） 

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？ 

たびレジ登録、複数人で行動しました。 

実際に犯罪に巻き込まれることはありませんでした。 

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。） 

学校内では eduroam が利用できますが、繋がりにくい場所もありました。 

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。） 

クレジットカード利用 

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。 

特になし 

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） 

渡航前に留学大学先から指示があり、クレジットカードで支払いました。 
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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。 

3 年生の夏休みにインターンシップに参加する学生が多い中、留学で参加できませんが、留学までの期間を利用して

色々調べて帰国後に向けて準備をすることはできると思います。 

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。 

12 単位 
6 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）： 

Intro to Acting 演劇入門 

科目設置学部・研究科 DRA 

履修期間 サマーセッション１ 

単位数 4 単位 

本学での単位認定状況 2 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 一斉授業（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 100 分が 4 回 

担当教授 Slater Penney 

授業内容 演劇の表現の仕方について学んだ。 

試験・課題など レポート課題は、授業目標のレポート、中間レポート、期末レポートと演劇を実際に鑑

賞しパフォーマンスを批評するレポートの 4 つ。試験は中間試験と期末試験。中間試

験は教授から与えられた台本を演じ、期末試験はグループごとに台本を考え演じまし

た。 

感想を自由記入 現地の学生と色々なゲームをしたり、課題の演劇を一緒に鑑賞しに行ったり交流する

ことができました。 
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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）： 

Consumer Behavior 消費者行動学 

科目設置学部・研究科 CNS 

履修期間 サマーセッション１ 

単位数 3 単位 

本学での単位認定状況 ２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 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 100 分が 3 回 

担当教授 Elizabeth Mukiibi 
授業内容 消費者に商品を購買させるためのマーケティング戦略を学びました。 

試験・課題など ライティングエクササイズが３回、グループワークのパワーポイント発表が１回、中間試

験２回と期末試験１回。 

感想を自由記入 農学科にはマーケティング戦略を学べる授業がないので、受講することができて良か

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）： 

Design of Coffee コーヒーデザイン 

科目設置学部・研究科 ECH 

履修期間 サマーセッション２ 

単位数 ３単位 

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 講義と実験（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 2 時間 40 分の実験が１回と講義 100 分が 1 回 

担当教授 William Ristenpart と Tonya Kuhl 
授業内容 週に１回、全体でコーヒーの化学に関する講義が行われる。別日に４つの時間帯に分

かれ実験を行う。最終的においしく、省エネルギーなコーヒーを作ることを目標に班員

と協力してコンペティションに挑む。 

試験・課題など クイズ 各実験の前日までに次の実験についてのクイズをウェブ上で受ける。 

課題 各実験後にレポートを提出する。 

試験 最終週に１回。 

コンペティション おいしく、エネルギーを使わないコーヒーを作る。 

ビデオ コンペティション用のコーヒーの作り方をまとめたビデオを作る。 

感想を自由記入 コーヒー豆のロースト法や挽き方、コーヒーの入れ方によって味が変わることは知って

はいたけれど深く考えたことはなかったため大変勉強になりました。おいしいコーヒーを

授業中に飲んでいたためインスタントコーヒーが飲めなくなりました。 

 

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）： 

Current topics and Controversies in Nutrition 現代栄養学 

科目設置学部・研究科 NUT 

履修期間 サマーセッション２ 

単位数 ２単位 

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 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１００分が１回と７５分が１回 

担当教授 Lindsey Ruiz (TA) 
授業内容 栄養に関する論文を読み要約しレポートやパワーポイントにまとめる。 

試験・課題など 試験なし。 

授業参加点が２０点分必須で、授業中に発言したり、論文を要約し口頭で発表したり

する必要がありました。エクストラクレジットクイズは一回のみでした。レポート課題は大

きく分けて２種類あり、Ａではサマーセッション２を通してセミナーと呼ばれるパワーポイ

ント発表に向けて準備していきました。Ｎでもサマーセッション２を通して最終週に提出

のファイナルレポートに向け準備をしていきました。 

感想を自由記入 データの読み方、要約の仕方、引用方法など、論文に関する様々なルールを学びま

した。これからの研究活動で活かしていきたいです。 
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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 
大学受験勉強 

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       

２０１８年 

１月～３月 
春休み 明治大学主催発話力向上プログラム参加 

４月～７月 1 年間 学部間共通外国語（MLP）履修 

８月～９月 TOEIC 受験 

１０月～１２月 
TOEIC 受験 

カリフォルニア大学サマーセッション出願 

２０１９年 

１月～３月 

1 月オリエンテーション 

3 月カリフォルニア大学サマーセッション説明会 

3 月～5 月カリフォルニア大学サマーセッション準備講座 

４月～７月 

3 月～5 月カリフォルニア大学サマーセッション準備講座 

4 月第 3 週 渡航前オリエンテーション 

6 月 24 日サマーセッション 1 開始 

7 月第 3、5 週 中間試験 

7 月最終週 期末試験 

 

８月～９月 
8 月 5 日サマーセッション 2 開始 

9 月 13 日終了、帰国 

１０月～１２月 語学試験受験 
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留学体験記 

 

留学しようと決めた理由 

今まで日本の学校にしか行ったことがなく、海外の学校に行ってみたかったから。農

学で有名な大学の授業を受けてみたかったから。日本にいるのでは会うことが出来

ない人々に会って、大学生の内に自分の視野を広げたかったから。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

毎日英語の動画を見てリスニング力を鍛える努力をした。 
 

この留学先を選んだ理由 

農学で有名なカリフォルニア大学デービスで授業を受けてみたいと考えたため。 

大学・学生の雰囲気 

アジア人が多く、みんなフレンドリーでした。大学のキャンパスはとても広く、プールや

樹木園がありました。大学の近くにはダウンタウンがあり、様々なレストランがありまし

た。 

寮の雰囲気 

サマーセッション１ではテルセロエリアにある寮に住んでいました。ラウンジでは寮に住

んでいる人たちとテレビを見たり話したりしました。キッチンでは料理を食べさせてくれ

たりしました。サマーセッション２ではセグンドエリアに住んでいました。ラウンジでは同

じように話やカードゲームをしましたが、キッチンはせまく冷蔵庫もありませんでした。 
 

交友関係 

サマーセッション１での寮には、アフリカリーダーシッププログラムに参加していたアフリ

カ人や、研究でデービス校に来ていたアメリカ人学生たちがいました。日本にいると関

わることのできない人々と話す機会を持てたことはとても良い経験になりました。ま

た、研究で来ていた学生は同世代ということもあり、一緒にヨセミテ国立公園にキャン

プに出かけたりと、とても仲良くなることができました。 

サマーセッション２での寮では、同じプログラムに参加している中国人や韓国人の学

生、プレスタートで１年生が始まる前に授業に参加しているデービスの学生達と話す

ことができました。また、サマーセッション１の間に同じ授業をとっていた留学生にバー

ベキューに招待してもらい、より多くの友達を作ることができました。 
 

困ったこと，大変だったこと 

キャンパスが広く、移動が大変だった。 

 

学習内容・勉強について 

分からないことはオフィスアワーに質問に行きました。 
 

 

課題・試験について 

課題量は多かったですが、なるべく平日中に終わらせるように心がけました。 
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大学外の活動について 

現地の学生は夏休み期間だったためあまり活動している団体はありませんでしたが、

学校内にある芝生でフリスビーをしている団体に混ぜてもらいました。 
 

 

留学を志す人へ 

 

私は４年で卒業することが目標で、金銭的にも長期の留学をすることはできないとい

う結論に至りました。よく３ヶ月では意味が無いという話を聞きますが、私は３ヶ月で

も、努力次第で長期留学と同じくらい英語力を伸ばしたり様々な経験をすることがで

きると思います。まず、留学前にリスニング力やスピーキング力を高める努力をしまし

た。あまりお金や時間をかけられなかったため、空き時間には英語のユーチューブを

見ました。留学中には休みたくなるときもありましたが、３ヶ月だけだと思って毎週末ど

こかに出かけたり、平日にも宿題だけではなくネイティブとできるだけ話すようにしまし

た。よく、話していて分からないと諦めてしまう人がいますが、適当な相づちをしてしま

うと失礼だし英語力も上がらないと思ったので分かるまで言ってもらいました。留学後

にも高まった英語力を鈍らせないように勉強を続けようと考えています。 
 

 

 

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 

Intro to 
Acting 

Intro  
to Acting 

Intro  
to Acting 

Intro  
to Acting 

自習 自習 自習 

Intro to 
Acting 

Intro  
to Acting 

Intro  
to Acting 

Intro  
to Acting 

自習 自習 自習 

午後 

自習 

GSP 主催 
Conversation 
Hour 

自習 自習 

Intro to 
Acting 
期 末 に 向

けて練習 

自習 

Intro to 
Acting
課題の演

劇鑑賞 

自習 自習 自習 自習 練習 自習 自習 

夕刻 自習 
Consumer 
Behavior 

Consumer 
Behavior 
中間試験 
 

Consumer 
Behavior 

ダ ウ ンタ ウ

ンで食事 
自習 自習 

夜 自習 自習 自習 自習 自習 自習 自習 
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)  
Date：year     month     day      

School/Graduate School・Major 

At Meiji University 
Agriculture 

Country of your study abroad The United States 

Name of the host institution University of California, Davis 

Study period year2019month6～year2019month9 

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 year2019month9day19 

Expected year of graduation 

(from Meiji University) 
year2021month3 

Information of Host Institution  

School type National Public  Private  Other 

Academic calendar 

Semester1 ： Beginning of late September~Middle of 
December Semester2：Beginning of early January~Middle 
of  March Semester3：Beggining of late March~Middle of 
June 

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

September～Beginning of February） 

Number of students About 35000 

Year of founding 1905 

 

Fees 
Local Currency 

(＄) 
Yen Note 

Tuition 7125 800000yen       

Housing 5950 650000 yen       

Food 300 30000 yen       

Books and Text 

books 
18 2000 yen Design of Coffee text book 

School Supplies 5 500 yen       

Recreation 
45 5000 yen 

theater appreciation fee, Design of 
Coffee 

Clothes             yen       

Medical             yen       

Insurance 200 20000 yen type：Meidai Support 
Travel expense 2000 200000 yen       

Petty expense 100 10000 yen SIM card 

Other             yen       

Other             yen       

Other             yen       

Total 15743 1717500 yen       
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Travel Information 

Route：Airplane 

Travel Expenses 

      Ticket type     economy 
      Outward       118350 yen 
      Return         100000 yen 
      Total          218350 yen 

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

skyticket 

Accommodation 

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

dormitory 

2）Room type 

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

GSP (Global Study Program) 

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

It is cheaper if you live in apartment or with homestay. 

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? 

GSP (Global Study Program) 

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?  

Tabiregi 
NO. 
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.）  

I can use eduroam in UCD. 

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 exchanged yen to daller in airport, but used my credit card most of the time. 

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

nothing 

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.） 

received the information from the host institution and paid by my own credit card before 
departure. 
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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. 

You cannot participate in internship during summer vacation, while a lot of junior 
students do. However, I think you can prepare for job hunting before departure. 
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)  

12Credits 

6Credits 

 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： 

Intro to Acting 

Faculty DRA 

Duration Summer Session 1 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
2Credit 

Class style Simultaneous classes（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 100minutes *4times per week 

Professor Slater Penney 

Contents I learned the basic to act. 

Test, Homework etc. 
paper: Reflection, Performance critique paper, Mid-term paper 
and Final paper 
exam: mid-term and final 

Comments / Advice 
I could communicate with local students by going to play 
together. 
 



International Student Center, Meiji University 

 11

Name of the Class： 

Consumer Behavior 

Faculty CNS 

Duration Summer Session 1 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
2Credit 

Class style leture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 100minutes 3times per week 

Professor Elizabeth Mukiibi 

Contents 
I learned the marketing strategies how to make consumers buy 
products. 

Test, Homework etc. 
3 writhing excercises, 1 powerpoint with gropmates, 2 mid-term 
exams and 1 final exam. 

Comments / Advice 
I am glad to learn about marketing, because there is no class in 
my major. 

 

Name of the Class： 

Design of Coffee 

Faculty ECH 

Duration Summer Session 2 

Number of credits 3 

Number of credits 

converted to Meiji 
1Credit 

Class style lecture and experiments（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 
100minutes lecture 1 time per week and 160 mintutes experiment 
1times per week 

Professor William Ristenpart and Tonya Kuhl 

Contents 

We learned about chemistry of coffee in the lecture. After that, 
we had experimemts using the methods. The final goal is to find 
the best way to make coffee which is good taste and use less 
energy. 

Test, Homework etc. 

Quiz: take a quiz online before each experiment. 
paper: submit a paper after each experiment. 
exam: mid-term in final week. 
competition: make the best coffee with good taste and using less 
energy. 
video: Each group made a video which explained how to make 
the best coffee. 

Comments / Advice       
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Name of the Class： 

Current Topics and Controversies in Nutrition 

Faculty NUT 

Duration Summer Session 2 

Number of credits 2 

Number of credits 

converted to Meiji 
1Credit 

Class style lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 100minutes 1 time per week and 75 minutes 1 times per week 

Professor Lindsey Ruiz, Yimeng Cai and Debra Tacad 

Contents 
read the papers about nutrition and summerize as paper or 
powerpoint. 

Test, Homework etc. 

NO exams. 1 extra credit quiz. 
20 points of participation point are needed. 
There are 2 types of projects. A is the project to make a 
powerpoint presentation called Seminar at last. N is the project 
to make a final report using a news article, an original paper and 
a review paper.  

Comments / Advice 
I learned many rules of papers such as how to read the data, 
summerize and cite. I would like to use in research activities in 
the future. 

 
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, 

2017 
studied for entrance examination. 

April ～ July       

August ～ September       

October ～ December       

January ～ March, 

2018 
particiated in the English program by Meiji University. 

April ～ July took English classes from MLP in university. 

August ～ September TOEIC 

October ～ December 
TOEIC 
December: applied for UCSS. 
 

January ～ March 

2019 

January: Orientation 
March: UCSS meeting 
March - May: lectures to prepare for UCSS 

April ～ July 

April: Orientation before departure 
June 24: Summer Session 1 started. 
July week 3 and 5: mid-term 
July final week: final exam 
 

August ～ September 
August 5: Summer Session 2 started. 
September 13: finished, went back to Japan. 

October ～ December TOEFL, TOEIC 
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Report of Study Abroad 

 

Reasons why you decided 

to study abroad 

I would like to go to school abroad and see things from different 
angles through the new experiences.  

Preparation for study 

abroad (including things 

you should have done.) 

I watched videos in English and tried to get used to English. 
 

Reason why you chose 

the institution 

I would like to take classes in UC Davis, which is famous for its 
agriculture studies.  

Description of the host 

institution and students 

there 

High percentage of Asians and they were all friendly. The 
Campus is huge. There are a pool and arboretum. There is 
downtown next to campus and there are lots of restaurants. 

Description of  the 

dormitory you stayed 

I lived in the dorm in Tercero area in Summer Session 1. In the 
lounge in the dorm, I watched TV and talked with friends. They 
cooked some meal and gave me. In Summer Session 2, I lived in 
the dorm in Segundo area. The kitchen was narrower than that 
in Tercero area and there was no refrigerator.  
 

Friendship and community 

you belong to 

In the dorm during Summer Session 1, there were Africans who 
participated in African leadership program and American 
students who participated in the research program. It was nice 
to meet them, because I could not meet the people like them if 
I were in Japan. I went to Yosemite National Park with the 
students participating in the research program and could 
become great frends. 
 

Difficulties and how you 

overcome those things 

It was difficult to move around the campus, because the campus 
of UC Davis was very huge. 
 

About your study and 

research (are of study, 

levels of the classes, 

classmates, how to 

manage your study plans, 

and etc.) 

I went to Office Hour to ask questions. 
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About homework and 

exams 

The amount of homework was a lot, but I tried to finish them 
all in weekdays.  
 

 

About extra activities 

Most of UCD students were in summer vacation, so that there 
were few clubs I could join. However, I played frisbee with the 
organization whose members played it in grass in front of the 
dorm. 
 

 

Messages and advice for 

students wishing to study 

abroad 

My aim in university is to graduate for 4 years and I cannot 
afford to pay for long-term exchange program. That’s why I 
chose this program. Many people say that the short-term 
exchange programs have no meaning. However, I think it is 
wrong. You can improve your English ability even if it is short 
time if you prepare for it before departure. 
 

 

 

 

Weekly schedule during the study abroad (Reference) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning 

Intro 
to 
Acting 

Intro to 
Acting 

Intro to 
Acting 

Intro to 
Acting 

study study study 

Intro 
to 
Acting 

Intro to 
Acting 

Intro to 
Acting 

Intro to 
Acting 

study study study 

Afternoon 

study 
Conversation 
Hour by GSP 

study study 

preparation 
for Intro to 
Acting final 
exam 

talked 
with 
friends 

watched 
a play 
for Intro 
to 
Acting 
paper 

study study study study preparation study study 

Evening study 
Consumer 
Behavior 

Consumer 
Behavior 
Mid-term 

Consumer 
Behavior 

prearation study study 

Night study study study study 

dinner with 
friends in 
downtown 

study study 

 

 

 

 

 

 

 

 


