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 留 学 報 告 書  
  記入日：2022 年 1 月 14 日 

所属学部／研究科・学科／専攻 商学部/商学科/ 

留学先国 アメリカ合衆国 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： カリフォルニア大学バークレー校 

現地言語： California State University, Berkeley 

留学期間 2021 年 8 月～2021 年 12 月 

留学した時の学年 4 年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 4 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
Haas School of Business 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2021 年 12 月 23 日 

明治大学卒業予定年 2022 年 9 月 

留 学 先 大学 について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1学期：8-12 2学期：1-5  

3学期：      4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 48000 

創立年 1868 

 

留学費用項目 現地通貨 

(ドル     ) 

円 備考 

授業料 19,900 200 万円 全て半年間      

宿舎費 10,000 100 万円       

食費 3,000 30 万円       

図書費 100 1 万円       

学用品費 0 0 円       

携帯・インターネット費 0 0 円       

現地交通費 100 1 万円 
空港から滞在先 

旅行くらい（ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 0 0 円 意味がわかりませんでした 

被服費 100 1 万円 大学のパーカー、帽子など購入      

医療費 0 0 円       

保険費 700 7 万円 形態：明治の保険＋Berkeleyの保険 

渡航旅費 1,400 14 万円 往復 

ビザ申請費 300 3 万円 全て込みでそのくらい      

雑費 1,000 10 万円 旅行・スポーツ観戦 

その他            円       

その他            円       

合計 33,600 350 万円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田 目的地：サンフランシスコ 経由地：ドバイ 

復路 出発地：サンフランスシコ 目的地：成田 経由地：ドバイ 

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：エミレーツ航空      

料金：15 万 

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：      料金：      

復路 航空会社：      料金：        ∴合計：      

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：skyticket） その他（     ） 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート，大学の宿舎など） 

学生寮（寮の名前：     ）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

大学の HP 

5）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） 

就活等で面接をオンラインでおこなう必要があったので 1 人部屋を選択しましたが、その予定がない人は学生寮に住

んだ方が多くの人とのつながりができるのでお勧めします。      

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：        ） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：                                      ） 

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？ 

夜に 1人では出歩かないようにした。徒歩ではなくなるべくバスを利用した。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 
（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。） 

Wifi はあてにしない方が良い。ソフトバンクはアメリカでそのまま使えたので、パソコンにデザリングすることで接続を安定

させていた。 

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。） 

最初に 5万円程度現金を用意した。現地では全てクレカで支払った。      

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。 

ないです。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。（例：渡航前に自分で指定したク

レジットカードで支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 

渡航前に支払う      
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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。 

12 単位 

     単位 

単位認定の申請はしません(理由：就活の関係で卒業を

遅らすから     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ あった(12-15 単位) 

3)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）： 

Public Speaking パブリックスピーキング    

科目設置学部・研究科 COLWRIT 

履修期間 1 学期 

単位数 1 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 オンライン（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 60 分が 3 回 

担当教授 John, Carmen 

授業内容 オンデマンド授業を聞いて、毎回課題を提出。月水金に毎回課題が出される。     

試験・課題など 試験はなく、自らがプレゼンを録画し提出することが課題 

感想を自由記入 本来であれば、対面授業で行われる予定だったらしくそれが全てオンラインに変わっ

てしまったので非常に残念だった。 

 

 

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）： 

HIgh Tech Marketing Managiment ハイテクノロジーマーケティング・マネジメント 

科目設置学部・研究科 BHGAP     

履修期間 3 ヶ月      

単位数 2 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が 1 回 

担当教授 Peter WILTON 

授業内容 マーケティングの講義を受けた後、シミュレーションゲームを実施 

試験・課題など 最終日にプレゼン、3000 文字のグループレポート、3000 文字の個人レポート      

感想を自由記入 デジタルマーケティングの講義を受けながら、同時にシミュレーションゲームを通して

実践をおこなうことができたので学びが非常に深かった。ぜひ他の人にもお勧めしたい

授業である。      

 

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）： 

Opportunity Recognition オポチュニティレコグニション      

科目設置学部・研究科 BHGAP 

履修期間 1 学期      

単位数 3 
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本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が 1 回 

担当教授 Andrew M ISAACS 

授業内容 ケーススタディを基にディスカッションを行う 

試験・課題など 毎週ケーススタディを読み、レポートを書く。期末レポートは 3000 文字 

感想を自由記入 必修の授業であったため、毎週授業に参加する必要があった。ケーススタディ自体は

非常に有益であったが、何かを学んだかというと少し難しい。    

 

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）： 

Block Chain ブロックチェーン      

科目設置学部・研究科 BHGAP 

履修期間 1 ヶ月      

単位数 １ 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が 1 回 

担当教授 Gregory La Blanc 

授業内容 ブロックチェーン、仮想通貨に関する講義 

試験・課題など 最終日にチームでプレゼンを行う必要がある      

感想を自由記入 1 番難しい。前提知識がないと全くついていけない。最後のプレゼンもかなり難易度が

高い。あまりお勧めはしない。 

 

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）： 

Thriving at Haas スライビングアットハース 

科目設置学部・研究科 BHGAP 

履修期間 1 学期 

単位数 1 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 オンライン講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 60 分が 1 回 

担当教授 Helena Weiss-Duman 

授業内容 起業家の講義を毎週聞く。本来であれば site visit だったが今回はコロナのせいで
全てオンライン 

試験・課題など 毎回 200 文字以上のレポートを提出 

感想を自由記入 必修の授業。オンラインであったためそこまで面白くはなかった。      

 

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）： 

Leadership Communication リーダーシップコミュニケーション 

科目設置学部・研究科 BHGAP 

履修期間 2 ヶ月      

単位数 1 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 120 分が 1 回 
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担当教授 Jennifer Caleshu 

授業内容 リーダーシップの講義、プレゼンを行う 

試験・課題など 3回ほどプレゼンの発表を行う。2000 文字のレポート 

感想を自由記入 英語で他の学生や教授の前でプレゼンを行う良い機会であった。これから受ける人に

は是非お勧めしたい 

 

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 Entrepreneurship 起業家講座      

科目設置学部・研究科 BHGAP 

履修期間 1 学期      

単位数 3 

本学での単位認定状況 0 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が 1 回 

担当教授 Aaron McDaniel 

授業内容 グループで新規事業の立案を行う。最終日には本物の起業家にプレゼンを行う。

      

試験・課題など 毎週提出物がある。最終日は発表 

感想を自由記入 1 番おすすめの授業。1 番大変な授業であったがその分得るものはとても多かったよ

うに感じる。0⇨1 を生み出すことがどれほど難しいかを学んだ      

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：就職の関係で留年 

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，機関など                                                          

ワンキャリア、外資就活、マイナビ 

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，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※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。  

就活中      

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。） 

※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。 

留学中に就職活動を行うことは非常に大変でした。その理由は 2 つあり、時差がある中で面接を受ける必要があるこ

と、大学の授業の課題がめちゃくちゃ多いことです。なので、留学を行う前に本当に自分は就職活動を行うのか、就活

を一年遅らすかは決めるべきだと思います。      

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，その進路を選択した理由と，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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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，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確

保，留学中の中間試験，期末試験，その他イベント等 

201８年 

１月～３月 
受験      

４月～７月 入学・特になし 

８月～９月 語学留学 

１０月～１２月 特になし      

２０１９年 

１月～３月 
特になし 

４月～７月 特になし 

８月～９月 特になし 

１０月～１２月 語学勉強      

２０２０年 

１月～３月 
出願      

４月～７月 留学中止      

８月～９月 英語勉強 

１０月～１２月 英語勉強 
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留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由

に記入してください。 
日本だけでなく、世界中で活躍ことのできる人間になりたいという思いから 1.英語圏である国 2.大学の知名度 3.ビジ

ネスを学べることの 3つの理由で選択しました。世界中の優秀な学生が集まっていた UC Berkeleyで学ぶことができ

たことは非常に自分の財産になりました。しかし、語学力がたりず非常に悔しい場面も多かったように感じます。ですの

で，後輩の皆さんには規定の英語スコアを獲得してからも継続して語学学習を行うことをぜひおすすめします。 

 

 


