International Student Center, Meiji University

留 学 報 告 書
記入日：2019 年 10 月 5 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

商学部／商学科
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

留学した時の学年

2019 年 6 月～2019 年 9 月
2 年生（渡航した時の学年）

留学先での学年

2 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 18 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：2 月~ 2 学期：9 月下旬~ 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 4 万 5 千人

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 (US$)

円

6,395.68
4,079.63

745,622 円
452,376 円
円

113.81

備考

宿舎費に含む

12,172 円
円

1,000
140

106,950 円
14,973 円
円

195
1,657
100

20,855 円
177,150 円
10,695 円
円
円
円

13,681.12

1,540,793 円
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渡航関連
渡航経路：往路：成田ーLAX 留学後：LAX－JFK 復路：JFK－羽田
渡航費用
チケットの種類
往路
復路
合計

往路：シンガポール航空 復路：アメリカン航空
52,190 円
110,230 円
177,150 円（留学後 14,730 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。
Expedia

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（Rieber Hall）
2）部屋の形態

個室 OR

相部屋（同居人数３）

3）住居を探した方法：
大学の Housing のホームページにて
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）
私は寮生活が今回初めてだったのですが、想像以上に快適でした。一番安い Rieber Hall の三人部屋を選んだので室
内にはベッド・クローゼット・勉強机が各三つあり、洗面所もシャワー・トイレが各四つ、洗面台が六つのシンプルな作りで
した。明治大学から来た人も何人か同じ階に住んでいたのですごく安心感があったし、ルームメイトやクラスメイトとも頻
繁に交流できるのでコミュニティを広げるという意味でも寮はおすすめです。

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。
特に問題はありませんでした。
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？
インターネットで事前に調べたり、現地の友達に尋ねたりしました。防犯対策としては、遊びに行く際に荷物をショルダー
バックのようなものにまとめてできるだけ自分の目が届く範囲で保管するようにしました。あとは油断しないように周りを
よく見ながら歩くように心がけていました。
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。）

大学内や寮内には Wi-Fi があるのでインターネットの使用には困りませんでした。また UCLA では留学生用に
CampusSIM の用意があるので、SIM 本体を無料で受け取って、比較的安く三か月契約をしました。
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。）

現地では基本的にクレジットカードやデビットカードを使用していました。最初に空港でいくらか現金も換金して持ってい
きましたが、遊びに行くときに友達と割り勘をしたり、カードが使えないお店もあったりして途中で足りなくなったので寮内
や町中にあるキャッシングの ATM で現金を引き出しました。
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。
基本的に現地ですべてそろいます。大学から割と近いところに Japan Street（ソーテル）のようなところがあり、そこのス
ーパーには日本製の食べ物や日用品も売っています。ただ日本で買うより高いので、化粧品などこだわりのものがある
場合は日本から持って行ったほうがいいと思います。また、風邪薬などについても日本のものと海外のものは成分が異
なる場合があるので慣れているものを持っていくことをお勧めします。
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。
渡航前に留学先大学のホームページにて指定したクレジットカードから支払いました。
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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。
外資系の企業を希望しています。
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。
元々興味はありましたが、留学を通してグローバルな企業に対してより興味が出てきました。
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）：

Communication1B-Learning American コミュニケーション１B－映画を通してアメリカの英語と文化
を学ぶ
English and Culture from Movies
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
SessionA
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、授業中に生徒の発言機会多数（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 125 分が２回

Bridgewater, D.A.
映画を課題としてみてきて授業内でその映画の文化的背景などについて学ぶ。生徒
たちの出身国の文化的背景にも言及し、各国の違いについて考える。
週に二つ課題映画をみてきてその内容を問う質問シートを埋め、Bullet を作って提出
する。また、指定されたキーワードについてインターネット等で記事を探しそれをまとめ
たものも提出する。最後の二週は５ページのペーパーとその内容についてのプレゼン
を順番に行う。試験はない。
他国の文化や歴史を学ぶことで自分の国に対しての認識を考え直すいい機会になっ
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）：

English as A Second Language20- ESL20－会話と流暢さ
Conversation and Fluency
科目設置学部・研究科
English as A Second Language
履修期間
SessionA
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、グループディスカッション（チュートリアル，講義形式等）
１週間に 150 分が２回

Hualpa, L.D.
よりネイティブに近い会話をするための知識やスラングなどを学び、実践的に身に着け
ていく。
基本的にグループアサインメントで同時進行で違う課題をいくつも行っていく。プレゼン
テーションや寸劇の作成・披露も行う。試験はない。
グループアサインメントが多くて、課題をこなすのは大変だったが、同時に友達もたくさ
ん作れた。授業を通して英語がより自然に話せるようになった。

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）：

Communication148-Integrated
Marketing Communication

コミュニケーション 148－統合マーケティングコミュニケーシ
ョン

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
SessionC
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

Feramisco, C.
IMC 計画をより効果的にするための戦略を学ぶ。４P の Promotion に重点を置いた授
業。
次の授業範囲を教科書、レジュメ等で毎回予習してくる。週に一度くらいのペースで、
グループで考えた製品に関して広告関連の企業が作るような書類を個人課題として
作成する。最終的にはグループでペーパー作成とプレゼンを行う。
専門用語が多く、最初は概念を理解するのが難しかったが、やりがいがあってとてもた
めになる授業だった。グループアサインメントは面倒なことも多かったが、同時に友達
を作る良い機会でもあった。

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

Management180-Special
management: Business
Communication
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

履修した授業科目名（日本語）：

Topics
in マネジメント 180－ビジネス対人コミュニケーション
Interpersonal

Management
SessionC
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、生徒間のディスカッションやグループワーク重視（チュートリアル，講義形
式等）
１週間に 180 分が２回
Ullmen, J.B.
実践的なディスカッション（ペアまたはグループ）を通して対人コミュニケーションの能
力向上を目指す。
課題は毎週一つずつ教授が指定した二時間弱の動画を見てくる。また、最終週まで
に指定の本を一冊読んでくる。
先生が出したお題に対してすぐにディスカッションをしていかないといけないので、自分
の考えをしっかり持っていないとついていくのがしんどいですがその分やりがいがある
し、自分の考えを英語で説明するスキルは確実に向上すると思います。
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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

８月～９月

１０月～１２月

２０１８年
１月～３月

４月～７月

留学を意識し始め、春学期の留学フェスタに行く。

８月～９月

秋学期の留学フェスタでカウンセラーの方に相談して UCSS の存在を知る。
TOEIC の勉強を始める。

１０月～１２月

UCLA サマーセッションの申し込みのために TOEIC を受験する。
UCLA サマーセッションに応募する。

２０１９年
１月～３月

UCSS に合格。書類などの準備を始める。

４月～７月

F-1 ビザ取得。留学に向けて英語の勉強をする。
UCSS 開始。

８月～９月

帰国。
必要書類の準備

１０月～１２月
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留学体験記

留学しようと決めた理由

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

高校生の頃から海外にずっと興味がありました。旅行として海外に訪れたこと
は何度かありましたが、実際に住んで生活するということはしたことがなくて、旅行で
海外に行くのとどういう違いがあるのかということを実際に体験してみたいと思ったの
がきっかけです。また、留学というのは時間や費用の制約的にいつでもいけるという
わけではないので、行ける時に行っておくべきだと思い、明治大学の留学フェスタで
事務員の方に相談したところ私が以前から訪れてみたいと思っていた UCLA のサマ
ーセッションの存在を知りました。2 年生の夏という丁度いいタイミングを逃すのはもっ
たいないと思ったのですぐに TOEIC の勉強を始め、この留学に応募することを決意し
ました。
留学前には、時間のある時に単語帳を見るようにしたり、TED や YouTube にア
ップされている英語の動画などを見たりするようにしていました。もちろん、単語は一
つでも多く知っていた方がいいし、リスニングに慣れるのも大切ですが、私が実際に留
学に行ってしておいたらよかったと思ったのは、会話としての英語力をもっと向上させ
るということです。留学をするということは世界中から来た学生とコミュニケーションを
取るということであり、そのためには文法や単語だけ理解していても足りません。もちろ
ん社交性も大事ですが、こういう時にはこういう表現を使うというようにスラングや特
別な表現を少しでも事前に知っていたらよりコミュニケーションが楽に取れると思いま
す。
私が通っていた高校では、修学旅行先の選択肢にロサンゼルスがありました。私は
違う場所に行ったのですが、ロサンゼルスに行っていた友達が UCLA を訪れていて、
そのころからいつか自分も UCLA を訪れてみたいと思っていました。留学を本格的に
意識し始めた時に、ほかの場所も選択肢にはありましたがやはり UCLA に行きたいと
いう思いが強く、ここでいかなければ後悔をすると思いました。留学フェスタで UCSS
の存在を知ったのですが、期間も 3 か月とちょうどよかったし、何といっても TOEIC か
ら応募できるとしってこれに応募しようと決意しました。
大学内にはさまざまな国からきた学生がいて、本当に多様性に富んでいました。とく
にサマーセッションにおいては、一つのクラス内に高校生もいれば、大学院生もいると
いう日本ではめったに経験できないような環境での勉強ができました。一人一人が本
当に違っていて個性にあふれているので、日本にいるよりも自分らしくいれるような感
じがしました。
寮は想像していたよりも全然快適でした。私は一番安い寮を申し込んだので部屋の
中はベッド、机とクローゼットしかありませんでしたが、シンプルで過ごしやすかったで
す。私の階ではパーティなどは特になく、思っていたほど友達の輪は広がりませんでし
たが、クラスの友達などにすれ違うことはよくあり、良い交流の場でした。
最初は自分が思っていたほど友達ができず心配になっていましたが、だんだんクラス
で友達ができ始め、一緒にご飯を食べに行ったり遊びに行ったりするようになりまし
た。友達の友達とまで仲良くなったりしてどんどん輪が広がっていきました。ルームメ
イトの子とも、最初はどうなるか心配でしたが、毎日のように夜ご飯を一緒に食べてた
くさん話をしているうちにとても仲良くなりました。ルームメイトの子とは帰国した今でも
頻繁に連絡を取っています。
最初のほうはやはり、自分の言いたいことを英語で話すのもぎこちなかったし、教授が
説明していることが一見聞き取れているようには感じていたけど本当に自分の理解が
あっているのかもわからなくて不安でした。ですが、生活しているうちにだんだん慣れ
てきて、容量をつかんできたので何とかなるものだなと思いました。もし、心配なことが
あったらとにかく人に確認してみるということを意識していたら誤解も減ると思います。
前半のセッションでは主に自分の英語力を向上しようと思い、ESL や COMM の授業
を取っていました。グループワークやディスカッションなども多く、英語を使うことに慣
れるという意味ではとても良い訓練になりました。後半では商学部らしくマーケティン
グの授業などを取りました。最初のほうは専門用語もよくわからなくて概念を理解す
るのに苦労しましたが、勉強し続けるうちに容量を掴んできて何とかやり遂げることが
できました。何事もまずは向き合ってみることが大事だと思いました。
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課題・試験について

課題はとてもたくさんありました。私は休日は観光をしたいと決めていたので、平日は
授業中以外は基本的に寮で宿題や勉強をしていました。容量を掴むまでは難しいか
もしれませんが、先にすべての課題を把握して、いつ何をやるかをしっかり決めてそ
れに沿って課題を進めるようにしました。試験もミッドタームは勉強に追われて睡眠
時間を削りましたが、その反省を生かしてファイナルではより効率的に勉強することが
できました。

大学外の活動について

クラスなどでできた友達と遊びに行ったり、健康を維持するために大学のジムにも行
ったりしました。また、大学の周辺にもお店がたくさんあるのでいつも違う道を通って周
辺を開拓したりもしました。たまには少し遠出の旅行をしたりもしました。

留学を志す人へ

もし、留学に少しでも興味があるならトライしてみるべきだと思います。期間がどれくら
いであったとしても必ず何らかの刺激は得られるはずです。自分がやりたいと思ったこ
とにはぜひ貪欲に取り組んでみましょう。

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
課題および
勉強

土曜日

観光

日曜日

課題

午前中
勉強

授業

勉強

授業

午後

授業

夕刻

勉強

勉強

授業
クラスの子と
ご飯

勉強

夜
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)
Date：year2019month10day5

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

Commerce
U.S.A
University of California, Los Angeles
year2019month6～year2019month9
year2（year at your departure）
year2（year you have belonged to at host institution）
Haven’t belonged to specific school.

Date of return

year2019month9day18

Expected year of graduation
(from Meiji University)

year2022month3

Information of Host Institution
School type

National

Public

Private

Other

Semester1：Feb.~ Semester2：End of Sep.~ Semester3：

Academic calendar

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

Number of students

45,000

Year of founding

1919

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

Local Currency
(US$)

6,395.68
4,079.63

Yen

Note

745,622yen
452,376 yen
yen

113.38

12,172 yen

1,000
140

106,950 yen
14,973 yen

Included in Tuition

yen

yen

195
1,657
100

20,855 yen
177,150 yen
10,695 yen
yen
yen
yen

13,681.12

1,540,793 yen
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Travel Information
Route：NRT~LAX, LAX~JFK, JFK~NRT
Travel Expenses
Ticket type
Outward
Return
Total

Economy
52,190yen
110,230yen
177,150yen (LAX~JFK 14,730yen)

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

Expedia

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

Dorm
2）Room type

Single OR

Living with others（Number of room mate3）

3）How did you find the residence?：

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

It was more comfortable than I thought. Inside of our room was very simple and there
were only beds, desks, and closets for each.

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?

Nothing special was happened.
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?

Searched on the Internet or asked to my friends. I tried to be careful every time, every
where.
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 could use Wi-Fi in our dorm.
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 brought some cash from Japan, but usually I used Credit cards.
6）Are there any items you should have brought from Japan?

Not really. I could buy most of all stuffs, they were more expensive than buying them in
Japan though.
7）【Fee-paying program】The way and timing you have paid the tuition and fee.

I payed them by credit card via homepage of MyUCLA before I went there.
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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)

I want to work in Foreign-affiliated companies
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.

I came to have more interest in companies that are globally active.
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)
Credits
Haven’t requested to convert any credits
16Credits
(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：

Communication1B-Learning American English and Culture from Movies
Communication
Faculty
SessionA
Duration
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
Bridgewater, D.A.
Learning American and other countries cultures from Movies.
Discuss those difference with classmates and professor.
Watch movies, fill out questionnaire and make bullet.
Finally, submit final paper and do a presentation about it.
By learning other countries' culture, I could think about my own
culture, too.
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Name of the Class：

English as A Second Language20-Conversation and Fluency
English as A Second Language
Faculty
Duration
SessionA
4
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Credit

Lecture, discussion（tutorial, lecture, etc.）
150minutes 2times per week
Hualpa, L.D.
Learn how to speak like native American.
Several group assignments
If you want to improve your English speaking skills, this class
will suits you.

Name of the Class：

Communication148-Integrated Marketing Communication
Communication
Faculty
Duration
SessionC
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
Feramisco, C.
Learn strategies to make IMC more efficient. Focus on 4th P
(Promotion)
Prepare next lecture, hand in saveral papers, do group
assignments. Finally hand in group paper and do group
presentation.
This course was a little difficult for me but the contents was
really interesting.

Name of the Class：

Management180-Special
Topics
in
Communication
Faculty
Management
SessionC
Duration
Number of credits
4
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

Management:

Business

Interpersonal

Credit

Lecture, Discussion（tutorial, lecture, etc.）
180minutes 2times per week
Ullmen, J.B.
Learn how to obtain skills of Interpersonal Communication
Watch videos every week and read textbook until Week6.
I had to explain what I think about the topics the professor
assigned, so it was hard. But, at the same time, I could improve
the skills to express my ideas.
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

August ～ September

October ～ December

January ～ March,
2018

April ～ July

I went to Study Abroad Festa in Meiji University.

August ～ September

I asked counselor and knew about UCSS.
Started to learn TOEIC.

October ～ December

Exam of TOEIC.
I applied for UCSS.

January ～ March
2019

Started to prepare documents for UCSS.

April ～ July

Took F-1 visa. Study English.
Start of UCSS.

August ～ September

End of UCSS. Back to Japan.
Prepare documents.i

October ～ December
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Report of Study Abroad

Reasons why you decided
to study abroad

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

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

About your study and
research (are of study,
levels of the classes,
classmates,
how
to
manage your study plans,
and etc.)

I had been interested in study abroad since I was high school
student. I wondered how it is to live in foreign countries not just
to stay as travels. Then when I went to Study Abroad Festa in
Meiji university, I found UCSS. Because I wanted to visit UCLA
one time, I decided to apply for this study abroad.
I tried to study English vocabulary and watched TED talk
sometimes.
I thought I should have learned how to speak English more like
native American because I had to speak a lot in many occasions.

I really wanted to visit Los Angeles and UCLA itself one time
so I decided to go there.

They had diversity. Every student was different and I felt like I
could be myself. It was very comfortable for me.
University was also comfortable. Buildings were beautiful and
facilities was good.
Interior was simple. There were beds, desks, and closets for
each. Sometimes I met my friends and I could talk with them.

At first, I was worried because I couldn't make friends a lot. But
gradually I could make many friends in the classes and
sometimes we hung out.

At first, it was difficult to explain my feelings and ideas collectly
but I never gave up. I tried to talk a lot with my roommate to
improve my English skills.

In Session A, I studied how to speak more like narive American
and American Culture. I went to professor's office sometimes
and tried to speak English a lot. Group assignments were hard
but it was fun because I could make friends.
In Session C, my study was harder. I learned Integrated
Marketing
Communications
and
Interpersonal
Communications. I was worried if I could get good score or not,
but I never gave up and I made it.
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About
exams

homework

and

There were a lot of assignments. I wanted to go sightseeing in
weekend, so I managed to finish my assignment during
weekdays. I also grasped what I have to do and made plans to
finish them.

I hung out with my friends and went to gym sometimes.
About extra activities

Messages and advice for
students wishing to study
abroad

You should join this program if you have interest. There must
be stimuli that can inspire you.

Weekly schedule during the study abroad (Reference)
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Morning

study
class

Friday

Saturday

study and
assignment

sightseeing

Sunday

study

study
class

Afternoon

class
Evening

study

study

class
study

hang
out

Night
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