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 留 学 報 告 書  
記入日：2019 年 9 月 22 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 商学部/商学科/マーケティン専攻 

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ロサンゼルス校 

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 18 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 月下旬〜4 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 44,947 人 

創立年 1919 年 

 

留学費用項目 現地通貨 (ドル) 円 備考 

授業料 5,680 611,000 円       

宿舎費 6,615 711,000 円       

食費 1,080 116,000 円       

図書費            円       

学用品費 200 22,000 円       

教養娯楽費 1,500 161,000 円       

被服費 300 32,000 円       

医療費            円       

保険費 485 52,000 円 形態：明大サポートと UCLA 

渡航旅費 700 75,000 円       

雑費 1000 108,000 円 
ビザ申請などの留学準備費や現地大学の様々な

サポート費 

その他            円       

その他            円       

その他            円       

合計 17,560 1,888,000 円       
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渡航関連 

渡航経路：往路 羽田⇨北京⇨ロサンゼルス国際空港、復路 ロサンゼルス国際空港⇨北京⇨羽田 

渡航費用 

      チケットの種類  ノーマル航空券 

      往路       37,500 円 

      復路       37,500 円 

      合計       75,000 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。 

トラベルコ 

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） 

大学の宿舎 

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： 

UCLA の運営するサイトを使用(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） 

友達ができるので、本当に良かった。食事は一番少ないプランで十分足りる。同居人に何をされても気にならないくら

い大雑把な人じゃないと 3 ヶ月一緒に暮らすのは大変かも。 

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。 

プログラムに参加している明治の友達、サマーセッション オフィス。留学先にはたくさんの相談窓口があり、要件によっ

て変わる。 

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？ 

日本人のブログやまとめサイト。とにかく近づかないようにした。危険地域にさえ行かなければ、安全に留学生活を送れ

ると思う。 

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。） 

H2Oという会社を利用していたが、電波も良く、速く、安かった。街中にwi-fiがあるので、電波に困ることはない。でも、

国立公園など自然に囲まれた土地に行くと一切使えなくなる。 

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。） 

現金を 10 万円分持っていき、十分足りた。基本的にクレジットで会計を行なった。 

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。 

日本のワックスといった日本でしか手に入らなような日用品。日本の本。正直こだわりが無いなら、なんでも現地で揃

う。でも、日本ならではの本などは読めなくなるので読みたい本があればまとめて持っていった方が現地で後悔しないと

思う。 

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） 

UCLA のサイトを通じてクレジットで支払いをした。オリエンテーション等で配られる資料を見ながらやれば大丈夫だと思

う。 
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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。 

      

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。 

未定 

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。 

情報収集をしている最中です。  

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。 
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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。 

16 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）： 

Introduction to International Business グローバルビジネス入門 

科目設置学部・研究科 Global Studies 

履修期間 2019/6/23～2019/8/3 

単位数 4 

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、ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 125 分が 2 回 

担当教授 Paul S. Park 

授業内容 グローバルビジネスの歴史や基礎を学び、実践的なフレームワークをも学び、使えるよ

うにする。 

試験・課題など 知識を問う中間試験、フレームワークをしっかり理解しているかを問う 2 つのケースス

タディに対してのレポート、さらにファイナルプレゼンとそれに関するレポート。これは好

きなトピックを選んで、ビジネスプランを発表する。中間テスト以外は全て 4〜5 人グル

ープワークで行われる。 

感想を自由記入 ビジネスに興味ある人は絶対とった方がいい。実際に使えそうなフレームワークを教授

がわかりやすく、丁寧に教えてくれる。また、ケーススタディを通して、ただ頭に入れる

だけでするのではなく、使えるものにするのでとても実践的な講義だと思う。 

教科書が高い。教授が PDF を無料でくれるので、間違えて買わないように注意。中間

試験や課題が多めなので、結構時間が取られてしまうことは覚悟した方がいい。 

中間試験以外はグループワーク、つまり英語力がとても重要になってくる。自分の考え

をうまく伝えることができなくて、正直悔しい思いをたくさんしたので、強いメンタルが必

要かも。 

 

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）： 

Intoroduction to Public Speaking 演説法入門 

科目設置学部・研究科 Communication 

履修期間 2019/6/23〜2019/8/3 

単位数 4 

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、ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 125 分が 2 回 

担当教授 Tor Negrete  

授業内容 講義で演説についての知識やテクニックを学び、3 回に及ぶプレゼンを通して、それら

を使ってみる。 

試験・課題など 3 回のプレゼン、グループワーク。グループワークに関しては、好きなトピックを決めて、

ディスカッションをし、それを録音してまとめる。 

感想を自由記入 友達ができやすい。課題がプレゼンの準備ぐらいなので、余計なことに時間を取られる

ことが無い。前に出て発表するのが好きな人やプレゼンのスキルを磨きたい人は演説

に関する様々なテクニックを学べるのでおすすめ。 

授業外の時間を有意義に使うことができるし、買わなければいけない教材も無い。 

取って損は無い講義だと思う。 
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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）： 

Development Economics 開発経済学 

科目設置学部・研究科 International Development Studies 

履修期間 2019/8/5〜2019/9/13 

単位数 4 

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 125 分が 2 回 

担当教授 Michael Lofchie  

授業内容 経済発展の歴史を学びながら、なぜ発展する国は発展し、発展していない国は発展

できないのかについてやそのような国を発展させる為の政策について学ぶ。 

試験・課題など 中間試験と期末試験。どちらも授業の理解度を測るレポート。 

感想を自由記入 タンザニアで実際に開発コンサルタントとしての実務経験もある教授による、開発につ

いての講義なので発展途上国に対して興味がある人は取った方がいいと思う。オフィ

スアワーの時間を使い、そのような分野について色々聞くことができる。また、様々な

理論を通して、経済発展について学び、それを説明できるようにする為、ビジネスをす

るにも開発援助をするにも経済は付き物なので、それについての教養を身につけ、生

かすことができる。 

教材費は一切かからない。しかし、アダムスミスやマルクスといった経済学者の昔の

論文を読まなければいけないこと、試験に向けて、それらを説明できるようにしないと

いけないことなど課題は無いものの、ものすごい時間を取られることは覚悟した方がい

い。 

正直、経済学に関しての知識がほぼ 0 の状態で様々な経済学者の開発についての

論文を読まなければいけなかったので、特に興味がない人が取ると地獄だと思う。ま

た、ディスカッションが一切無く、友達も自分から話しかけなければできないので、ノー

トを借りたり、テスト対策をするのに一苦労する。 

 

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）： 

Global Health and Development グローバルヘルスと開発 

科目設置学部・研究科 Global Health 

履修期間 2019/8/5〜2019/9/13 

単位数 4 

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、ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 125 分が 2 回 

担当教授 Maryam Farzanegan 

授業内容 世界で今起きてる、グローバルヘルスに関する問題だけでは無く、人権や SDGs、紛

争、移民などについて学び、自分たちにできることを考える。 

試験・課題など ファイナルプレゼンとファイナルペーパー。好きなグローバルヘルスに関する問題を選

んで、具体的な対策を発表、そしてレポートにまとめる。どちらもグループワーク。 

感想を自由記入 UNICEF で働き、パキスタンやインドでの実務経験のある教授による講義なので、内容

が濃く、すごく引き込まれる。特に世界人権宣言についての話は圧巻で紛争や貧困

地域に暮らす人々の人権についてものすごく考えさせられた。グローバルヘルスに興

味が無くても、発展途上国や国際問題に興味ある人は必ず取った方がいいと思う。ま

た、教授がすごく優しい方で自分の為にわざわざ時間を取ってくださり、進路について

の相談や国際問題についての素朴な疑問に対して親身なって答えて下さった。 

教材費はかからない。ファイナルプレゼンとレポートの準備を 6 週間かけて行う為、も

のすごく時間を取られるわけではないが余暇の時間がたくさんあるわけではない。 

課題は全てグループワーク。ネイティブの人と進めていかなければならないので、コミ

ュニケーションを取ることに大分苦戦した。うまく伝えられなかったり、相手の意図が読

めなかったりしても、いちいち気にしていられないので、そのようなマインドセットが必

要。 
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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 語学の勉強。特に TOEFL。 

８月～９月 語学の勉強。特に TOEFL。 

１０月～１２月 語学の勉強。特に TOEFL。 

２０１８年 

１月～３月 
語学の勉強。特に TOEFL。 

４月～７月 語学の勉強。特に TOEFL。 

８月～９月 語学の勉強。特に TOEFL。 

１０月～１２月 語学の勉強。特に TOEFL。 

２０１９年 

１月～３月 
TOEFL 受験。出願と選考。 

４月～７月 アルバイト。語学の勉強、特に英会話。留学に準備、VISA など。 

８月～９月 留学。 

１０月～１２月       
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留学体験記 

 

留学しようと決めた理由 

将来世界中を舞台に活躍できる人になりたいので、海外で一度何かを学んでみたかっ

たからです。世界で活躍できる人はどんな環境に置かれていても結果を出せる人だと

思うので、留学はそのような人になる為にはとてもいい機会だと思いました。また、世界

のトップクラスの大学で学べる機会が明治にあるということがわかり、留学を通して世界

中から集まった学生に囲まれながら、また教授にも囲まれなが、そして刺激を受けなが

ら勉強するということを経験してみたいという気持ちもありました。アメリカという様々な人

種や文化が混ざり合った環境に身を置くことによって、改めて自分と向き合い、自分の

強みや弱みと向き合いたいと強く思ったことも要因の１つです。 

留学のためにした準備， 

しておけば良かったと思う

準備 

語学力を上げる努力をしました。特に TOEFL の対策をすることで 4 技能をバランス良く

伸ばすことや英会話教室に通うことでアウトプットする機会を増やしました。しかし、いざ

現地に行くとアウトプット以前にインプットすることができていないことに気づいたのでリス

ニングがまずはとても大切だと感じました。ネイティブの人たちがものすごい速さで何か

を伝えてきていることやそれに圧倒されてしまったことをすごく覚えています。また、それ

を理解できずに何回も落ち込みました。相手の意図が読めれば伝えたり、行動に移す

方法なんていくらでもあるので、まずはもう一度インプットする力が自分にどれほどあるの

かを見直すことをオススメします。 
 

この留学先を選んだ理由 

開講されている講義の数がとても多いからです。留学前、私は将来どのような道に進

みたいのかがはっきりしていませんでした。ただ、周りに流されてマーケティングに関す

る講義などを取り、将来はそのような学問を使ってお客様にサービスや物を届けるイメ

ージを持っていたのですが、どこか納得できずにいました。そこで、たくさんの講義が開

講されている UCLA にすることによって、幅を持たせて、本当に自分の興味のある講義

を取ろうと思い、選びました。また、UCLA は世界の中でもレベルが高い大学に入ると思

いますし、簡単に講義を受けたりすることができないと思うので、この機会を逃したく無い

と感じ、この大学で３ヶ月間学ぶことにしようと決断しました。 

大学・学生の雰囲気 

トップユニバーシティと聞いていたので、行く前は付いていけるかという不安がありました

が、周りを蹴落としてでも上にのし上がろうとするような子はおらず、困ったら助けてくれ

るような親切な子ばかりでした。自分は英語を話すことが得意では無かったですけど、

UCLA の学生は自分の意見や考えを頑張って理解しようとしてくれたり、言い換えたりす

ることによって理解しやすいように話したりしてくれました。また、大学は一種の観光地と

化していたので、夏の間は人でごった返していました。歴史を感じるレンガなどでできた

建物が個人的にすごくお気に入りでモチベーションに繋がりましたし、それがどこかアメリ

カらしさが出ており、自分のイメージしていた UCLA がありました。 

寮の雰囲気 

自分の寮だった RIBER HALL にはサマーセッション に参加している学生がたくさん居た

ので、クラスで仲良くなった子にすぐ会えて良かったです。自分の階ではパーティーな

どはなかったのですが、他の階では毎週パーティーを開催していたり、なかなか賑やか

な寮だったと思います。また、食事がビュッフェ形式なので好きなものを食べれてとても

良かったです。日本料理や中華料理などもあり、ハンバーガーやピザといったアメリカン

な料理しかないようなメニューではありませんでした。加えて、明治から来た学生もたく

さん居たので週末は明治の友達とお互いクラスなどでできた友達を連れてきたりしなが

ら、サンフランシスコやラスベガスなどに旅行に行ったりしました。 
 

交友関係 

まずは同じ部屋の子そして、同じプログラムで来ている明治の仲間を大切した方がいい

と思います。そっから交友関係が広がったり、これからも仲良くしていく友達になるから

です。ルームメイトとはユニバーサルスタジオに行ったり、ラスベガスに行ったり、ロサン

ゼルスの市街を回ったりと色々な事をして遊びました。今でも連絡を取り合うくらいかけ

がえのない友達です。また、クラスで話すようになった子を部屋の子や明治の友達に

紹介して、自分なりのコミュニティーを作っていけば、充実した週末を送れる留学生活

ができると思います。自分から積極的に話しかけたり、交友関係を広げることも大切だと

思いますが、私のようなどんどん広げていく事が苦手だと思う子は話しやすい子と仲良く

して、その子に紹介してもらったりしてだんだんと広げていくのも１つの手だと思います。 
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困ったこと，大変だったこと 

語学力です。正直、グループワークに関しては不完全燃焼です。言いたいことはたくさ

んありましたし、伝えきれなかったこと、相手の意図をくみ取りきれなかったことなど数え

切れないほどありました。だから、もっと英語の勉強をしとけば良かったなと何度も何度

も思ったことを今でも覚えています。英語が話せないだけ、つまり相手に伝える事が出

来なければ、いくらいい考えや意見を持っていたとしても相手は汲み取ってくれないと

思います。明治大学で学んできたことや課外活動などで学んできたことは UCLA のよう

なトップユニバーシティでも十分役に立つと感じました。しかし、それを伝える事が出来

ないというのはとても勿体無いことだと思います。ですので、語学力を上げることは物凄

く大切だと実感しました。 

 

学習内容・勉強について 

印象としては、自分が思っていたより勉強は大変ではありませんでした。自分の興味の

ある授業しか取らなかったので、勉強していてどれも楽しかったです。特に後半のセメス

ターでは開発経済学とグローバルヘルスを取っていました。理由としては、発展途上国

を支援できるような仕事に就きたいからです。自分の専攻は商学なのですが、周りの学

生に支えられながら、楽しく学ぶ事が出来ました。とにかく、予習をしっかりして授業に

臨むことがとても大切だと思います。それぞれの授業では、教科書のある部分を読んで

きてと言われ、課題でもないので成績に反映もされないのですが、その部分を知った上

で次の授業が展開されていくので、読むと読まないでは大分理解の質が変わってくると

思います。 
 

 

課題・試験について 

課題や試験対策についても終わらないような量が課されるわけではないので、そこまで

大変だとは思わなかったです。授業が終わったらそのまま図書館へ向かい復習と予習

を終わらせ、課題や試験がある時は週末にも勉強する時間を設けました。試験前にな

ると、Google Drive を使ってみんなで書き込んでいき、試験問題の解答について考える

ような事も行われていました。ですので、試験前に不安になることも無かったです。他に

も、授業に早めに行く事で真面目そうな子や話しかけやすそうな子と仲良くなって、ノー

トを共有したり、わからないところを聞いてみたりもしていました。困っている人がいたら、

必ず助けてくれる人たちだと思うので、断られたりすることは一度もありませんでした。 
 

 

大学外の活動について 

大学外の活動は特にやりませんでした。大学自体は夏休みだったためコミュニティーな

どはどれも活動しておらず、サークルのようなものに入ることはできませんでした。 
 

 

留学を志す人へ 

 

なぜ留学したいのか、なぜこの国なのか、なぜこの大学なのかを改めて考えた方がい

いと思います。つまり、留学をする以前の問題で、将来何をしたいのか、どうして行きた

いのかについて考えてみる事も非常に重要になってくると思います。留学が始まってし

まえばあっという間に時間が過ぎてしまうと思いますし、目的がなければただの遊びにな

ってしまうと思います。ですので、ただ何と無くしたいから留学を目指すのではなく、ある

目標があり、それを達成するためにはある仕事に就き、ある仕事に就くためにはある知

識やバックグラウンドが必要で、それらを得る為にある大学である事を学ぶというくらい

明確なビジョンを考えた方が絶対充実した留学生活が送れると思います。 
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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 

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 自由 自由 

講義 予習、復習 講義 予習、復習 
課題、テスト

勉強 
自由 自由 

午後 

復習、予習 予習、復習 復習、予習 予習、復習 
課題、テスト

勉強 
自由 自由 

復習、予習 講義 復習、予習 講義 自由 自由 自由 

夕刻 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 

夜 就寝 就寝 就寝 就寝 自由 自由 
課題、テスト

勉強 
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)  
Date：year2019month9day22 

 

School/Graduate School・Major 

At Meiji University 
Commerce 

Country of your study abroad U.S.A 

Name of the host institution University of California, Los Angeles 

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 year2019month9day18 

Expected year of graduation 

(from Meiji University) 
year2021month3 

Information of Host Institution  

School type National Public  Private  Other 

Academic calendar 

Semester1：End of September〜End of December Semester2：End of 

January〜End of April Semester3：      

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

September～Beginning of February） 

Number of students 44,947 

Year of founding 1919 

 

Fees 
Local Currency 

(Dollar) 
Yen Note 

Tuition 5,680 611,000yen       

Housing 6,615 711,000 yen       

Food 1,080 116,000 yen       

Books and Text 

books 
            yen       

School Supplies 200 22,000 yen       

Recreation 1,500 161,000 yen       

Clothes 300 32,000 yen       

Medical             yen       

Insurance 485 52,000 yen type：Meidai Support, UCLA 

Travel expense 700 75,000 yen       

Petty expense 1,000 108,000 yen VISA, support expense of UCLA 

Other             yen       

Other             yen       

Other             yen       

Total 17,560 1,888,000 yen       
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Travel Information 

Route：Outward Haneda>Peijin>LAX, Return LAX>Peijin>Haneda 

Travel Expenses 

      Ticket type     Normal 

      Outward       37,500yen 

      Return         37,500yen 

      Total          75,000yen 

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

TRAVELKO 

Accommodation 

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

dormitory of host institution 

2）Room type 

 Single OR Living with others（Number of room mate3） 
3）How did you find the residence?： 

Used UCLA housing 

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

To make friends, it's important to have room mates. 

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? 

Summer Session Center or Meiji university friends 

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?  

On the internet 

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. My recommendation is H2O. This Sim card is cheap and speedy. 

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.） 

10,000 yen and credit cards 

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

styling wax or Japanese books 

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 the UCLA site and used credit card 
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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. 

not yet 

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

examination, and etc.) 

I'm looking many information.  

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)  

16Credits 

     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： 

Introduction to International Business 

Faculty Global Studies 

Duration 2019/6/23～2019/8/3 

Number of credits 4 

Number of credits converted to 

Meiji 
     Credit 

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

Class frequency/ hours 125minutes *2times per week 

Professor Paul S. Park 

Contents 
Learn the history and basics of global business and learn and use practical 

frameworks.  

Test, Homework etc. 

A mid-term exam that asks knowledge, a report for two case studies that ask if 

you have a solid understanding of the framework, a final presentation and a report 

on it. Choose your favorite topic and announce your business plan. Everything 

except the mid-term test is conducted in a group work of 4-5 people.   

Comments / Advice 

Those who are interested in business should definitely take it. The professor will 

teach you a framework that you can use in an easy-to-understand manner. Also, 

through case studies, I think that it is a very practical lecture because it makes it 

usable rather than just putting it in mind. 

Textbooks are expensive. The professor will give you a free PDF, so be careful not 

to buy it by mistake. Since there are so many intermediate tests and tasks, it is 

better to be prepared for taking a lot of time. Other than the mid-term exam, group 

work, that is, English proficiency is very important. I couldn't communicate my 

thoughts well, and I had a lot of honest regrets.      
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Name of the Class： 

Introduction to Public Speaking 

Faculty Communication 

Duration 2019/6/23〜2019/8/3 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

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

Class frequency/ hours 125minutes 2times per week 

Professor Tor Negrete  

Contents 

Students learn knowledge and techniques about speeches in lectures, and use them 

through three presentations. Three presentations and group work. For group work, 

decide on a topic of your choice, hold a discussion, and record and summarize 

it.      

Test, Homework etc. 
 Three presentations and group work. For group work, decide on a topic of your 

choice, hold a discussion, and record and summarize it.           

Comments / Advice 

Easy to make friends. Since the task is just about preparing for a presentation, I 

don't have to take extra time. This is recommended for people who like to go out 

and present and want to improve their presentation skills because they can learn 

various techniques related to speech. 

You can spend time outside the class meaningfully, and there is no teaching 

material that you have to buy. 

I think the lecture has no loss.      

 

Name of the Class： 

Development Economics 

Faculty International Development Studies 

Duration 2019/8/5〜2019/9/13 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

Class style lecture（tutorial, lecture, etc.） 

Class frequency/ hours 125minutes 2times per week 

Professor Michael Lofchie  

Contents 
While learning the history of economic development, learn why developing countries 

develop, and those that do not develop cannot develop, and policies to develop 

such countries. 

Test, Homework etc. 
 Midterm exam and final exam. Both are reports that measure class 

comprehension.           

Comments / Advice 

A lecture on development by a professor who has practical experience as a 

development consultant in Tanzania, so if you are interested in developing 

countries, you should take it. You can use the office hours to hear about these 

areas. Also, in order to be able to learn about and explain economic development 

through various theories, economics are an integral part of doing business and 

providing development assistance, so you can learn and make use of it. 

There is no cost of teaching materials. However, although there are no issues such 

as having to read old papers of economists such as Adam Smith and Marx, and 

having to be able to explain them for the exam, I was prepared to take a 

tremendous amount of time Better. 

To be honest, I had to read papers on the development of various economists with 

almost no knowledge about economics, so I think it would be hell if someone who 

was not particularly interested in taking it. Also, since there is no discussion at all 

and friends can only talk to themselves, they have a hard time borrowing notes and 

taking test preparations.      
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Name of the Class： 

Global Health and Developmet 

Faculty Global Health 

Duration 2019/8/5〜2019/9/13 

Number of credits 4 

Number of credits 

converted to Meiji 
     Credit 

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

Class frequency/ hours 125minutes 2times per week 

Professor Maryam Farzanegan 

Contents 
Learn about human rights, SDGs, conflicts, immigration, etc., not just about global 

health issues that are happening in the world, but think about what you can do for 

yourself.  

Test, Homework etc. 
Final presentation and final paper. Choose your favorite global health issues, 

announce specific measures and compile them in a report. Both are group 

work.           

Comments / Advice 

It is a lecture by a professor who works at UNICEF and has practical experience in 

Pakistan and India. In particular, the talk about the Universal Declaration of Human 

Rights was overwhelming and made me think a lot about the human rights of people 

living in conflict and poor areas. Even if you are not interested in global health, you 

should definitely take it if you are interested in developing countries or international 

issues. Also, the professor was very kind and took the time for himself, and was 

kind enough to answer the simple questions about the course and international 

issues. 

There is no cost for teaching materials. Since the final presentation and report 

preparation will take 6 weeks, it will not take a lot of time, but it will not have a lot 

of leisure time. 

All issues are group work. I had to struggle with communication because I had to 

work with native people. If you can't communicate well, or you can't read your 

opponent's intentions, you can't care. 

 
  

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 prepare for TOEFL 

August ～ September prepare for TOEFL 

October ～ December prepare for TOEFL 

January ～ March, 

2018 
prepare for TOEFL 

April ～ July prepare for TOEFL 

August ～ September prepare for TOEFL 

October ～ December prepare for TOEFL 

January ～ March 

2019 
exam of TOEFL and admission 

April ～ July part-time job, study Engligh, prepare for UCLA 

August ～ September UCLA 

October ～ December prepare for graduate program 
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Report of Study Abroad 

  

Reasons why you decided 

to study abroad 

I wanted to be a person who can play an active part in the world in the future, so I 

wanted to learn something overseas. I think that people who can play an active role 

in the world can produce results regardless of the environment, so I thought 

studying abroad was a great opportunity to become such a person. In addition, I 

learned that there is an opportunity to study at the world's top universities in Meiji, 

and I am surrounded by students gathered from all over the world through studying 

abroad, not surrounded by professors, and studying with stimulation. I also wanted 

to experience that. One of the factors is that I wanted to face myself again and 

face my strengths and weaknesses by putting myself in an environment where 

various races and cultures of America are mixed. 

Preparation for study 

abroad (including things 

you should have done.) 

I tried to improve my language skills. In particular, by taking measures against 

TOEFL, we increased the opportunity to output by improving the four skills in a 

well-balanced manner and attending an English conversation class. However, when I 

went to the site, I realized that I couldn't input before the output, so I felt listening 

was very important. I really remember the fact that the natives were telling us 

something very fast and overwhelmed. I was depressed many times without 

understanding it. Since there are many ways to communicate or take action if the 

other party's intention can be read, it is recommended that you first review how 

much you have the power to input again. 
 

Reason why you chose 

the institution 

This is because there are so many lectures. Before studying abroad, it wasn't clear 

what path I would like to take in the future. However, I had a lecture about marketing 

that was carried around, and in the future I had the image of using such academia to 

deliver services and goods to customers, but I could not convince somewhere. So, I 

decided to make UCLA, where many lectures were held, so that I could have a wider 

range and take lectures that really interest me. Also, I think UCLA will enter a 

university that is one of the highest in the world, and I don't think it's easy to take 

lectures. I decided to do it.      

Description of the host 

institution and students 

there 

I heard that it was Top University, so I was worried that I could follow it before I 

went there, but there was no child trying to go up even if I kicked around, and I was 

kind enough to help if I was in trouble It was only a child. Although I was not good at 

speaking English, UCLA students tried hard to understand their opinions and 

thoughts and spoke in a way that was easy to understand. Also, the university had 

become a kind of sightseeing spot, so it was crowded with people during the 

summer. The building made of bricks that feel the history was personally a favorite 

and connected to motivation, and it was like American, and there was UCLA that I 

had imagined.      

Description of  the 

dormitory you stayed 

RIBER HALL, my dormitory, had many students participating in the summer session, 

so it was nice to meet a child who became friends in class. There were no parties on 

my floor, but I think that it was quite a lively dormitory on the other floors. Also, 

because the meal was buffet style, it was very good to eat what you like. There 

were also Japanese and Chinese dishes, and it was not a menu that only had 

American dishes such as burgers and pizzas. In addition, there were many students 

from Meiji, so I traveled to San Francisco, Las Vegas, and other locations on the 

weekend with my Meiji friends bringing together friends from class.      
 

Friendship and community 

you belong to 

First of all, I think it's better to value the children in the same room and the Meiji 

friends who come in the same program. That's because friendships will expand and 

you will become friends. With my roommates, I went to Universal Studios, went to 

Las Vegas, and went around the city of Los Angeles to play various things. He is an 

irreplaceable friend to keep in touch with. Also, if you introduce a child who has 

come to speak in class to a child in the room or a friend in Meiji and create a 

community of your own, you will be able to have a fulfilling international student life. 

I think it is important to talk actively and expand friendships, but if you think you are 

not good at expanding like me, make friends with an easy-to-speak child and 

introduce them to that child. I think that it is one hand to get it and spread it 

gradually.      
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Difficulties and how you 

overcome those things 

Language skills. To be honest, group work is incomplete combustion. There were a 

lot of things I wanted to say, and there were countless things that I couldn't tell, and 

that I couldn't understand the intentions of the other party. That's why I still 

remember how many times I thought I should have studied more English. If you can't 

speak English, that is, if you can't convey it to the other party, even if you have a lot 

of thoughts and opinions, the other party will not get it. I felt that what I learned at 

Meiji University and what I learned through extracurricular activities are also useful 

for top universities like UCLA. However, I can't tell you that I can't tell you that. 

Therefore, I realized that it is very important to improve language skills.      

 

About your study and 

research (are of study, 

levels of the classes, 

classmates, how to 

manage your study plans, 

and etc.) 

As an impression, studying was not as difficult as I thought. I only took classes that 

I was interested in, so I enjoyed studying. Especially in the second half of the 

semester, I took development economics and global health. The reason is that I want 

to get a job that can support developing countries. My major is commerce, but I was 

able to learn happily while being supported by the students around me. Anyway, I 

think it is very important to prepare for the lesson. In each class, it is said that you 

have read a certain part of the textbook, and it is not an assignment, so it will not 

be reflected in your grades. Without it, I think the quality of understanding will 

change.      

 

About homework and 

exams 

I didn't think that it would be difficult because there wasn't an endless amount of 

assignments and test preparations. When the class was over, I went to the library to 

finish my review and preparation, and I had time to study on weekends when there 

were assignments and exams. Before the exam, everyone used Google Drive to 

write and think about answering exam questions. So I was not worried before the 

exam. In addition, by going to class early, I became friends with children who seemed 

to be serious and who seemed to be able to talk, and shared notes and listened to 

questions I didn't understand. If there was a person in need, I would be sure to help 

them, so I never refused.      
 

 

About extra activities 

I didn't do anything outside the university. Since the university itself was on summer 

vacation, none of the communities were active and I couldn't get into something like 

a circle.      
 

 

Messages and advice for 

students wishing to study 

abroad 

I think it's better to rethink why you want to study abroad, why this country, why 

this university. In other words, it is very important to think about what you want to 

do in the future and why you want to go to the problem before studying abroad. If 

you start studying abroad, I think that time will pass in no time, and if you don't have 

a purpose, it will be just a play. So, instead of just going to study abroad because 

you want to lose something, there is a certain goal, to achieve that, you need a 

certain job, a certain knowledge and background to get a certain job, If you have a 

clear vision of learning to be a university in order to earn, you will surely be able to 

send a fulfilling student life.      
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Weekly schedule during the study abroad (Reference) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning 

sleep sleep sleep sleep sleep free free 

class 
prepare 

&review 
class 

prepare 

&review 

homework 

&test 
free free 

Afternoon 

review 

&prepare 

prepare 

&review 

review 

&prepare 

prepare 

&review 

homework 

&test 
free free 

review 

&prepare 
class 

review 

&prepare 
class free free free 

Evening free free free free free free free 

Night sleep sleep sleep sleep free free 
homework 

&test 

 


