International Student Center, Meiji University

留 学 報 告 書
記入日：2019 年 10 月 1 日

所属学部／研究科・学科／専攻
留学先国
留学先高等教育機関名
（和文及び現地言語）
留学期間
留学した時の学年

商学部 商学科 グローバルビジネスコース
アメリカ合衆国
和文： カリフォルニア大学ロサンゼルス校
現地言語： University of California, Los Angeles

2019 年 6 月～2019 年 9 月
3 年生（渡航した時の学年）

留学先での学年

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：
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

約 45,000 人

創立年

1919 年

留学費用項目
授業料
宿舎費
食費
図書費
学用品費
教養娯楽費
被服費
医療費
保険費
渡航旅費
雑費
その他
その他
その他
合計

現地通貨 (USD)

円

$6,215.00
$4,360
$800
$300
$80
$800
$250
0
$250
$330
$800
$580
$1,000
$2,200

665,000 円
466,000 円
85,000 円
32,000 円
8,500 円
85,000 円
26,000 円
0円
26,000 円
35,000 円
85,000 円
62,000 円
107,000 円
235,000 円

about $18,000

約 1,920,000 円
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備考
ミールプラン１４回/週 含む
外食代

洗濯代含む
形態：
マイル航空券のため航空税・空港使用料等のみ
手数料、生活消耗品費等
交通費
お土産代
旅行代

$1=¥107
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渡航関連
渡航経路：往路 成田～LAX /

復路 LAX～羽田

渡航費用
チケットの種類
往路
復路
合計

エコノミー（マイル航空券）
￥0
￥0
￥0

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。

ANA

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）
キャンパス内の寮
2）部屋の形態

個室 OR

相部屋（同居人数２）

3）住居を探した方法：

UCLA Housing
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）
明大生３人の部屋でした。もしかしたら、問題やストレスを減らすために同じ地域出身の人を同室にするようにしている
のかもしれません。私は日本人３人の部屋で落ち着いたので良かったのですが、もし嫌なのであれば、あまり他の人が
選ばなそうな住居の選択をすると良いと思います。

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。
メールで問い合わせをしました。Dashew Center という留学生のための事務もあります。
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？
在留届を登録し、地震等の情報を得ていました。
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。）

キャンパス内では屋外でも Wi-Fi が繋がります。学外での携帯電話を使用は携帯会社の海外プランを利用しました。
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。）

主に日本のデビットカードとクレジットカードを利用していました。バスやメトロの交通 IC にチャージする時など、ごくまれに
アメリカのカードと現金しか使えない場合がありました。
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。
特にありません。
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）
渡航前にオンラインでクレジットカードを使用
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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
特になし
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。
未定
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。
希望就職先への変化は特にありません。３年次での留学でしたが、このプログラムは秋には帰国するので、就活に大き
な影響はないかと思います。
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）
本学で認定された単位数合計

1)留学先で取得した単位数合計

※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。

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。
１６単位

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
科目設置学部・研究科
Global Studies
履修期間
Session A
単位数
4

国際経営入門

本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

試験・課題など

感想を自由記入

単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に１２５分が２回

Paul S. Park
教科書の予習及び講義で国際経営のフレームワークを学び、グループワークでそのフ
レームワークに当てはめてケースを考察します。実在の企業の分析の他、仮想の会
社が新規市場に参入するための、国・地域の分析、産業の競争環境分析、戦略提
案を行います。実践的な授業内容です。
市場分析×２（グループワーク レポート）、
市場参入モデルの考察（グループワーク レポート・プレゼン）
中間テスト・期末テスト（選択式・記述式）
グループワークが多く、実践的でとても為になる授業でした。授業開始時に世界の動
向についてディスカッションする時間があるため、発言できるようにニュースに目を通し
おくことをお勧めします。
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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）：

Los Angeles as Global City: Exporter and グローバル都市としてのロサンゼルス
-グローバル文化の輸出入者Importer of Global Culture
科目設置学部・研究科
Global Studies
履修期間
Session A
単位数
4
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

試験・課題など

感想を自由記入

単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式、フィールドトリップ（チュートリアル，講義形式等）
１週間に１２５分が２回

Patrick Adler
都市社会論をベースとする授業です。ロサンゼルスに住む人種の分離（チャイナタウ
ンやコリアタウンなどの形成）や所得による居住地の違い、なぜハリウッドは今も昔も同
じ場所にあるのかなどを学びます。歴史や経済から論理的に都市の形成をみる授業
です。座学だけでなく、地域の雰囲気の違いを感じ取るために、サンタモニカからウェ
ストハリウッドまで公共バスに乗ったり、コリアタウン周辺を散策したりとフィールドワーク
もしました。
バスツアーの感想・考察
期末テスト
バスツアーの企画
私以外は UCLA の学生だったので、先生を含め全員がロサンゼルスに関する知識の
乏しい私を気にかけてくれました。少人数のクラスで、フィールドワークや授業後にクラ
スメイトと出かける機会もあり、楽しかったです。

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）：

Learning American English and Culture 映画から学ぶアメリカ英語と文化
from Movies
科目設置学部・研究科
Communication
履修期間
Session C
単位数
4
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容
試験・課題など

感想を自由記入

単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に１２５分が２回

Dee Bridgewater, PhD
神話、歴史、今日のアメリカという３つのテーマを基に、アメリカの文化を学んでいきま
す。映画や文化について、クラス全体でディスカッションをします。
必須の映画３本（クイズ、研究）、
選択の映画３本（感想文）
レポート・プレゼン
留学生が大半の授業です。教授がとても優しく、アメリカ以外の文化の知識も豊富な
方です。あなたはどう思う？と質問されることが多く、知識として物事を知っているだけ
では不十分で、それに対する意見も言えるようにならなければいけないと痛感した授
業でした。オフィスアワーでは先生だけでなく、他の国の学生とも様々なトピックスにつ
いてディスカッションする良い機会となりました。
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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）：

Integrated Marketing Communication

統合マーケティング論

科目設置学部・研究科
履修期間
単位数
本学での単位認定状況
授業形態
授業時間数
担当教授
授業内容

試験・課題など

感想を自由記入

Communication
Session C
4
単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい）
講義形式（チュートリアル，講義形式等）
１週間に１２５分が２回

Celia Feramisco
教科書・講義でフレームワークを学び、グループワークで仮想製品のプロモーションを
する実践的な授業です。メーカーのマーケティング部門や広告代理店など、様々な
角度からプロモーション方法を学ぶことができ、普段目にする広告がターゲットに届くま
での過程を垣間見ることができます。
個人レポート３種
最終レポート・プレゼン（グループ）
中間テスト、期末テスト
UCLA の正規生の間で多くの学生が良い成績を取れる授業だと噂になっているよう
で、他の授業と比べても多くの正規生がいるように感じました。しかし、中間・期末テス
トでしっかり勉強しなければ良い成績はもちろん取れません。グループワークでは実践
的な内容をするため、とても良い授業だと思いました。また、教授はマーケティングの
実務経験が豊富な方で、様々なお話を聞くことができ、興味深かったです。
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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

４月～７月

４月 入学

８月～９月

１０月～１２月

２０１８年
１月～３月

４月～７月

８月～９月

１０月～１２月
１月 TOEIC 受験
２０１９年
１月～３月

２月 サマーセッション申し込み
２月～３月 情コミ主催海外研修 国際交流（インドシナ）
（タイ・カンボジア・ベトナム）（2/17～3/11）
３月 UCLA 履修登録

４月～７月

４月 入学許可・住居決定
５月 ビザ面接
６月下旬 渡航・授業開始
７月中旬 セッション A 中間テスト
７月下旬 セッション A 期末テスト

８月～９月

８月下旬 セッション C 中間テスト
９月中旬 セッション C 期末テスト
９月下旬 帰国

１０月～１２月

１０月 TOEIC 受験
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留学体験記

留学しようと決めた理由

将来海外と関わる仕事に携わりたいと考えており、様々な国の人と関わり、思想や文
化を知り、他者を尊重する力を身につけることは重要だと考えています。比較的長い
時間を自分の意志で海外で過ごすことができるのは学生の内しかないという思いもあ
りました。そのため、中長期の留学したいと思い、学内で開催される様々な説明会に
行き、留学先を熟考しました。その中でもカリフォルニア大学のサマーセッションは人
種の坩堝と言われるアメリカで、様々な国の留学生たちと関われることに魅力を感
じ、留学を決意しました。
ボキャブラリーを増やすことです。クラス内でディスカッションをする際に、自分の本
当に伝えたいことがもっと自然に言えたら良かったと思います。

留学のためにした準備，
しておけば良かったと思う
準備

この留学先を選んだ理由

大学・学生の雰囲気

寮の雰囲気

交友関係

困ったこと，大変だったこと

学習内容・勉強について

カリフォルニア大学サマーセッションを選んだ理由は、世界トップクラスの大学の正規
の授業に正規生と受講できるため、優秀な学生から刺激を受けながら自分の専門
分野の知識を伸ばすことができると考えたからです。ロサンゼルス校を選んだ理由は
２つあり、１つ目に高校生の時にロサンゼルス近郊に短期留学をした際に、晴天で温
暖な天気が続く素晴らしい気候の中でまた勉強したいと思っていたからです。２つ目
はその時に UCLA に進学したいと言っていた友人に UCLA の凄さを聞き、私も行きた
いと影響を受けたからです。
伝統を感じるヨーロッパ風のレンガ造りを基調とする統一感のあるキャンパスです。屋
外にあるピアノを弾く学生、芝生の上で読書やパソコンで課題をする学生、チアリーデ
ィングの練習など、個々が自由に過ごす伸び伸びとした雰囲気があります。キャンパ
スは広大で、寮から教室までは徒歩２０分ほどかかりました。スポーツも盛んで、プロ
サッカー選手が練習に来たり、子どもたちが試合をしに来たりなど、活気のある様子
が見受けられます。観光客も多く来ており、キャンパスツアーが開催されています。
ルームメイトは全員明大生で、寮ではあまり国際交流ができる環境ではなかったかと
思います。しかし、アメリカの大学生の生活リズムは垣間見ることができました。特に、
テスト前に夜遅くまでラウンジで真剣に勉強している学生たちを見て、自分も頑張ろう
という励みになりました。
交友関係は留学をより良いものにするために最も大事なことだと思います。私はクラ
ス内の友人たちと仲良くなり、遊びに出かけてました。クラスメイトのルームメイトなど、
友達の輪が広がっていき、留学生活を充実したものにすることができました。また、
UCLA で出会う人たちは皆、日本で普通に生活しているだけでは出会うことさえでき
ないような凄い人たちばかりです。出会いを大切に、自分から声をかけたり遊びに誘
ったりなど、主体的に行動することが重要です。
生活面で困ったことは特にありません。勉強面では、英語力が課題でした。もしもっと
単語量があれば、もっと早くリーディングの課題が終わったり、ディスカッションで言い
たいことをはっきり言うことができるのにと思うことが多々ありました。また、周囲には私
よりも賢い学生がたくさんいて、足を引っ張ってしまわないか不安になったり、・劣等
感を感じることもありました。しかし、そういう環境に身を置けることをポジティブに捉
え、予習・復習を頑張り、わからないことや困っていることがあればすぐに周りの優秀
な学生や教授に聞くことで解決しました。
初めのセッションでは国際経営と都市社会論、次のセッションでマーケティングと映
画というように、専攻分野とその他を組み合わせて履修するようにしていました。少し
でも知っていることがあれば、授業が格段に聞き取りやすくなるため、予習のリーディ
ングを重点的にしました。しかし、広い範囲の全てを読み込むことは難しいため、サマ
リーや初めて聞く単元など的を絞り、優先順位を付けて勉強するようにしていました。
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課題・試験について

毎日の膨大な量の予習・復習に加え、課題をこなしていくのは初めの内は大変でし
たが、徐々に効率良くできるようになりました。試験はクラスメイトと協力しながら復習
しました。全ての結果が自分自身の努力次第で決まるため、自分を追い込みながら
勉強することができました。しっかりやれば、良い結果に結びつきます。

大学外の活動について

高校時代のホームステイ先を訪ねたり、友人たちと旅行や遊びに出かけたりと、勉強
以外でも充実した生活を送ることができました。効率良く、メリハリをつけて行動するこ
とが重要だと思います。

留学を志す人へ

大学生活はゼミ、部活、インターン、アルバイト、旅行．．．など、学生の今しかできな
い多くのことで溢れています。たくさんの選択肢の中で留学を選ばなくても、いくらでも
充実させられるのは確かです。私自身も、私にとって優先順位が高いことは何なの
かについて長い間悩みました。しかし、入学時に決めたグローバルな大学生活を送る
という目標を叶えるためには留学することが一番だと思い、UCLA に留学しました。皆
さんも自分の目標のためには何をするべきか、自分は何を大事にしたいのかを考え、
やりたいことには積極的に行動することで、自分の大きな成長に繋がると思います。

一週間のスケジュール（例）
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

勉強

勉強

勉強

勉強

授業

授業

授業

授業

勉強

勉強

勉強

勉強

午前中

金曜日

土曜日

日曜日

勉強
観光/旅行

勉強
観光/旅行

勉強
観光/旅行

勉強

勉強

勉強

午後

夕刻

夜
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)
Date：year2019month10day1

School/Graduate School・Major
At Meiji University
Country of your study abroad
Name of the host institution
Study period
Grade when you started the
program
Grade you belonged to at the
host institution
School you belonged to at the
host institution

School of Commerce
United States of America
University of California, Los Angeles
year2019month6～year2019month9
year3（year at your departure）
year

（year you have belonged to at 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

Semester1：

Academic calendar

Year of founding

1919

Total

Semester3：

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

about 45,000

Tuition
Housing
Food
Books and Text
books
School Supplies
Recreation
Clothes
Medical
Insurance
Travel expense
Petty expense
Other
Other
Other

Other

Semester2：

Number of students

Fees

Private

Local Currency
(USD)

$6,215.00
$4,360
$800

Yen

665,000yen
466,000 yen include 14 per weeks meal plan
8500 yen

$300

32,000 yen

$80
$800
$250
0
$250
$330
$800
$580
$1,000
2,200

8,500 yen
85,000 yen
26,000 yen
0 yen
26,000 yen
35,000 yen
85,000 yen
62,000 yen
107,000 yen
235,000 yen

about $18,000

Note

include laundry
type：Meiji's

designated insureance
air tax, airport fee
fee, life consumables
transportation expenses
gifts
Travel fee

about 1,920,000 $1=¥107
yen

9

International Student Center, Meiji University

Travel Information
Route：Narita-LAX / LAX-Haneda (direct flights)
Travel Expenses
Ticket type
Outward
Return
Total

mile tikets
0
0
0

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

ANA

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

on-campus dormitory
2）Room type

Single OR

Living with others（Number of room mate2）

3）How did you find the residence?：

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

My roommates are all Meiji University's students. I guess that because relieve students'
stress and reduce problems. I think it was lucky for me, but if you want to do the
international exchange, I suggest you choose the residence where predicts other students
don't do.

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?

Contact by Email. Also, UCLA has an office for international students, called Dashew
Center.
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 registered Report of Residence and got information such as earthquakes.
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.）

You can use Wi-Fi on campus. Off-campus, I used the international plan of Japanese
company.
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 used a debit card and a credit card. In a rare case, you can only use cash.
6）Are there any items you should have brought from Japan?

Nothing special. You can buy everything in Los Angeles.
7）【Fee-paying program】The way and timing you have paid the tuition and fee.

By credit card by online before I left Japan.
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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.

N/A
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)

10Credits

16Credits

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：

Introduction to International Business
Global Studies
Faculty
Duration
Session A
4
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Contents

Test, Homework etc.

Comments / Advice

Credit

lecture（tutorial, lecture, etc.）
125minutes *2times per week
Paul S. Park
Learn flame work of international business by preparation for
the textbook and in lecture, and do case study by the flamework
as the group works. The contents are practical lectures that not
only analysis actual companies but also consider country
analyse, industrial analysis and strategy analysis for a virtual
company to enter a new market.
Market Analysis ×2 (group work / paper)
Market Entry Model (group work / paper)
midterm and final exams (multiple choices, writing)
It was instructive lectures since there are many group works and
highly practical. I suggest you watch everyday news because
there is time to discuss world trends.
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Name of the Class：

Los Angeles as Global City: Exporter and Importer of Global Culture
Faculty
Global Studies
Session A
Duration
Number of credits
4
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Contents

Test, Homework etc.

Comments / Advice

Credit

lecture（tutorial, lecture, etc.）
125minutes 2times per week
Patrick Adler
The class is based on urban sociology. For example, I learned
about segregation of residence by race or income, the reason of
Hollywood existence and so on. This is logical class that study
the formation of urban society by history and economy. There are
not only lectures but also field trips to understand the
differences between the communities such as a bus tour from
Santa Monica to West Hollywood and walking around Korea
town.
paper on the bus tour
final exam
design bus tour
Because every student except me were regular students of
UCLA, everyone helped me who have only limited knowledge of
Los Angeles. It was a small class and there are many chances to
hung out with my classmates so that I had a good time.

Name of the Class：

Learning American English and Culture from Movies
Faculty
Communication
Session C
Duration
Number of credits
4
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.

Comments / Advice

Credit

lecture（tutorial, lecture, etc.）
125minutes 2times per week
Dee Bridgewater
Learned American culture based on 3 topics that myth , history,
and today's America. In class, we discussed movies and cultures.
mandatory movies ×3 (question, study)
chosen movies ×3 (papaer)
paper, presentation
Almost all are international students. Professor has a rich
knowledge of world country cultures as well as American
culture. I fully realized that knowing things as the fact is not
enough and I need to think and having my opinions about them.
That is because there were many occasions to be asked by the
professor, "What do you think about that." Also, in office-hours,
there were precious chances to discuss many topics with the
professor and other countries students.
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Name of the Class：

Integrated Marketing Ciommunication
Communication
Faculty
Duration
Session C
4
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Contents

Test, Homework etc.

Comments / Advice

Credit

lecture（tutorial, lecture, etc.）
125minutes 2times per week
Celia Feramisco
This is a practical class that learned frameworks from the
textbook and the lecture and promote a virtual good or service in
group works. You can understand the process of advertising from
release to reaching the target audience by learning the way of
advertising from various points of view such as the marketing
department of the maker and advertising agency.
individual report
final report and presentation (group work)
midterm and final exams
I felt that there are many regular UCLA students compare with
other classes. I heard that this class is famous that relatively
easy to get a good grade among them. But of course, you can't get
a better grade if you don't study hard for midterm and final
exams. I think that this is a good class since the contents of group
works are very practical. Also, the lecture was so interesting
because the professor has rich experiences of practical work of
marketing and I was able to listen to various precious stories.
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

April ～ July

April: Enter Meiji University

August ～ September

October ～ December
January ～ March,
2018
April ～ July

August ～ September

October ～ December

January ～ March
2019

April ～ July

January: Take TOEIC test
February: Apply Summer Sessiopns
Feb.~Mar.: Overseas training in Thailand, Cambodia and
Vietnam
March: Course registration of UCL
April: Admission permission
May: Visa interview
Late June: Arrival and start the classes
Mid July: midterm exams of Session A
Late July: final exams of Session A

August ～ September

Late Aug.: midterm exams of Session C
Mid Sep.: final exams of Session C
Late Sep.: Return to Japan

October ～ December

Ocrtober: Take TOEIC test
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Report of Study Abroad

Reasons why you decided
to study abroad

I want to work abroad in the future. To do that, I think it is
important to learn the way to understand others and respect
them. Also, I know spending longer time in foreign countries
can one of opportunities do in school life. So, I decide to study
abroad for mid or long term. I went to various study abroad
information sessions held at Meiji University and considered
the study place well. Among them, summer sessions of
California Universities are attractive for me since I can
communicate with students from various countries in the US
where many races live together.

Preparation for study
abroad (including things
you should have done.)

I think increasing the number of vocabulary is the most
important. If you do that, you can tell people your opinion
naturally and smoothly in the discussion.

Reason why you chose
the institution

Description of the host
institution and students
there

Description of
the
dormitory you stayed

Friendship and community
you belong to

Difficulties and how you
overcome those things

The reason why I decided to join the summer sessions at
California University is that I can get an opportunity to take
regular classes of one of the world top universities with their
students. I have 2 reasons why I chose Los Angeles. First, when
I did short term study abroad in a suburb of Los Angeles, I
wished I study again in a wonderful climate that continues clear
sky and warm weather. Second, at that time, I have a friend
who desired admission to UCLA and she told me the
awesomeness of it. It was impressive for me and gives me a
chance to consider to study at UCLA.
The campus has unified buildings which are traditional
European styles. Students spend their time freely like playing
the piano outside, reading books or doing assignments on PC on
the grasses, practicing cheerleading, playing soccer and so on.
The campus is really big and from my dorm to my classroom
took about 20 minutes. Sports are also popular so that
sometimes professional players play at UCLA and children
come to play games. UCLA is one of the sightseeing spots of Los
Angeles and many tourists come every day.
My roommates are all Meiji University students and it was not
good environment to do international exchanges in the dorm.
But I could catch a glimpse of American university students'
life. Especially, they study hard at the lounge until late at night
and it encouraged me.
I think friendship is the most important to make life in foreign
countries better. I became good friends with my classmates and
hung out together. Sometimes, it made the circle of friends
wider such as to be friends with classmates' roommates. Also,
the people at UCLA are wonderful who can't meet in ordinary
life in Japan. In my opinion, it is important that act actively
and cherish the meeting with your friends.
I have nothing special about difficulties in everyday life. But in
the aspect of the study, my issue was skills of English. If I have
had much more vocabulary, I could have done reading
assignments quickly and/or told everyone my opinion clearly in
discussions. I was worry about I might be a trouble of my group
members and I had an inferiority complex to other people. But
I thought the situation positively and studied hard and did
preparation and review well. I asked my excellent friends and
professors soon to solve the problems.
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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 the first session, I took International Business and Urban
Sociology Then in the second session, I took Marketing and
Movie class. I took them to combine my major and new things.
If I know the things about the class even a few, it would be
easier to listen to lectures. So, I studied with an emphasis on
reading as preparation. However, it was difficult to read all
units covered a wide range so that concentrated on reading the
summary and new things. I think it is good for you to set study
priorities.

About
exams

In the beginning, it was difficult for me to do assignments in
addition to the enormous amount of everyday preparation and
review. But I was able to do them efficient gradually. I reviewed
for exams cooperate with my classmates. All efforts are
connected to the results so that I was able to study hard.

homework

and

About extra activities

I did many activities in my free time. For example, I visited my
homestay family who cared for me when I was a high school
student. I traveled to other cities and went to many tourist
spots around Los Angeles with my friends. They made my life
better. In my opinion, it is important that acting efficiently
and distinguishe between study and private.

Messages and advice for
students wishing to study
abroad

Many things can only do as a student. For example, seminar,
club activity, internship, part-time job, traveling and so on.
Study abroad is not the only thing which lead to a full life. For
me, I was worried about what is the highest priority thing for
me. Finally, I chose to study abroad since my goal I had decided
when I enter the university was to spend global life in my
university life. I suggest you consider what is the thing most
important and act aggressively. It definitely connects to your
remarkable progress.

Weekly schedule during the study abroad (Reference)
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

study

study

study

study

lecture

lecture

lecture

lecture

study

study

study

study

Morning

Friday

Saturday

Sunday

study,
sightseeing
or travel

study,
sightseeing
or travel

study,
sightseeing
or travel

study

study

study

Afternoon

Evening

Night
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