International Student Center, Meiji University

留 学 報 告 書
記入日：2018 年 10 月 10 日
（この報告書は、閲覧資料としてホームページに公開されます。また、学内発行の留学関連冊子や、ホームページに情報が掲載さ
れることもありますので、ご了承下さい。なお，資料公開の際は匿名で公開します。）

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

文学部文学科英米文学専攻
アメリカ
和文： カリフォルニア大学アーバイン校
現地言語： University of California, Irvine

留学した時の学年

３年生（渡航した時の学年）

２０１８年６月～２０１８年９月

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

2018 年 9 月 14 日

明治大学卒業予定年

2020 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

32,443

創立年

1985 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

現地通貨 (USD)

円

7,095
2,076
593
0
49
820
312
0
500

801,735 円
234,588 円
67,090 円
0円
49 円
92,660 円
35,256 円
0円
56,726 円
120,580 円
55,596 円

492
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備考

アクティビティの参加費

形態：大学で必須の保険

日用品の購入、交通費など
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その他
その他
その他
合計

円
円
円

11,937

1,469,768 円
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渡航関連
渡航経路：成田⇔ロサンゼルス国際空港
渡航費用
チケットの種類

エコノミー

往路
復路

120580 円

合計

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。
アメリカン航空大学の寮（Arroyo Vista）

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（Arroyo Vista）
2）部屋の形態

個室 OR

相部屋（同居人数１）

3）住居を探した方法：

大学が推奨していた寮を選んだ
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）

３０人ほどの留学生が住んでいた。キッチンは全員で一つのものを共有するので、時々自分
が使った食器を洗わない人がいて荒れている時もあった。

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。

サマーセッション専用のオフィス
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？

部屋の鍵は必ずかける
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。）

日本で、アメリカの SIM カードを購入して利用した。平日は大学に行くだけなので寮・大
学内の Wi-Fi で十分ですが休日等外出する際は Wi-Fi に接続するのが難しいことが多いの
で SIM カードがあったほうが便利だと思います
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
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。

洗濯ネット、調味料
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）

アメリカンエクスプレスのカードを使用したがこのカードだとオンライン申し込みがうま
くいかず、大学に問い合わせて専用の用紙を FAX で送るよう指示され、申し込みに時間が
かかった
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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。

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。

進路に関する情報は、今後留学を考える方の情報として、本報告書の公開のみならず、国際教育センタ
ーや就職キャリア支援事務室の関連ホームページや冊子等、留学説明会において、匿名のデータとして
公開することがありますので、ご了承下さい。なお、冊子やホームページに公開する前には皆さんに原稿
の校正をお願いすることがありますのでご協力お願い致します。
※注意 留学報告書は、以下に「学習・研究活動についてのレポート」，「留学に関するタイムチャート」，
「留学についてのレポート」の３項目があります。漏れなく記入してください。

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）：

Gender and Popular Culture
ジェンダーと大衆文化
科目設置学部・研究科
Gender and Sexuality Studies
履修期間
6 月 25 日～８月 1 日
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

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 170 分が 2 回
Cheun.Erica
ジェンダー、セクシュアリティー、人種、階級などに対する私たち
の理解に大衆文化がどのような影響を与えているかを学ぶ。
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試験・課題など

感想を自由記入

その週の授業内容に関係するリーディングを読み、要約したりキー
ワードを自分なりに解説したりするエッセイの課題が毎週出る。試
験はミッドタームエッセイと、期末試験として４人一組のグループ
を組んでこれまで学んできたことをテーマとするショートムービ
ーを作成し、クラスで鑑賞する。
最後のプロジェクトとしてのムービーの作成では UCI の正規生と
グループを組んで意見を出し合いながら進めていくので、非常に大
変だったが正規生が親切に助けてくれ、いい経験になった。

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）：

Introduction to Opera

オペラ入門

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

Music
6 月 25 日～８月 1 日
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１７０分が２回

Buck.Robbin
オペラの歴史と作品に関して、実際に作品を鑑賞しながら学んでい
く。作品が作られた当時の時代背景や文化についても触れる。
毎週オンラインのテストがあるが授業のまとめなので難しくない。
また授業内での筆記テストが数回あった。期末試験は授業内で行っ
たテストと似た筆記問題とオペラの映像を見てその作品名を書く
問題があった。
先生がオペラ歌手として活動していた方で授業中にピアノを弾い
たり実際に歌ったりしてくれて、オペラに関する知識があまりなく
ても楽しく学ぶことができた。

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）：

Broadcast and Media

放送とメディア

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

Film and Media Studies
８月６日～９月 12 日
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１７０分が２回

Kruger-Robbins.Benjamine
ラジオの誕生からテレビへの移行、そしてインターネット中心の現
在までのアメリカのメディアの歴史と仕組みを学ぶ。また、実際に
ラジオやコメディー番組を鑑賞してそれらに込められているアメ
リカの社会背景や問題を分析していく。
毎週授業内でミニテストを行う。授業内容の予習としてのリーディ
ングが課題として大量に出る。それに追加してその週に鑑賞した映
画や番組の分析や自分なりの意見を書くエッセイを毎週提出する。
試験は期末の一回のみで扱ったキーワードの解説やエッセイを書
く問題が出題される。
授業の進度が速くついていけないところがあったり、鑑賞する映像
に英語字幕がついていなくて全く理解できなかったりして苦労し
たが、教授がとても親切な方で毎週オフィスアワーに行って質問す
ると毎回一時間以上時間をとって熱心に解説してくれた。
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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）：

Asian Americans and Media

アジア系アメリカ人とメディア

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

Asian Aｍerican Studies
８月６日～９月 12 日
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１７０分が２回

Julie Cho
１９世紀後半から現代にかけてアメリカのメディアの中でアジア
系アメリカ人がどのようにイメージを作られ、また人々に受けとら
れてきたかを分析する。映画やテレビ、新聞などを実際に鑑賞しな
がら進める。
毎週指定されたリーディングを読み、それに関するエッセイを授業
用のサイトにポストする。またほかの生徒がポストしたエッセイに
対しての意見などをコメントする。中間試験とオンラインの期末試
験がある。
教授がかなり早口で聞き取るのに非常に苦労したが親切な方だっ
た。中間テストがかなり難しく悪い成績をとってしまい焦ったがオ
フィスアワーに行ったり救済措置のエッセイを提出したりしたの
で期末試験ではいい成績をとることができた。
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入
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履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入

履修した授業科目名（留学先大学言語）：

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

履修した授業科目名（日本語）：

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

分が

回

試験・課題など
感想を自由記入
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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

２０１６年
１月～３月

TOEIC 受験
TOEIC・TOEFL に向けた勉強
↓

４月～７月

８月～９月

TOEIC 受験

１０月～１２月

２０１７年
１月～３月

英会話教室
↓

４月～７月

TOEIC 受験

８月～９月

ネパールでのボランティアに参加

１０月～１２月

TOEFL 受験
出願準備

２０１８年
１月～３月

TOEIC 受験

４月～７月

留学先で履修する授業に向けた勉強

８月～９月

留学先での中間試験・期末試験

１０月～１２月

奨学金の申請
留学報告書の提出
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留学体験記
以下の各項目についてそれぞれ 200 字以上で具体的にご回答ください。
なお、このレポートは、留学体験記として、本センター発行の「留学の手引き」やホームページなどで、
匿名で公開されることがあります。公開の前に、皆さんに原稿の校正をお願いすることもありますのでご
協力よろしくお願いいたします。（但し、皆さんの所属学部、留学先、留学年度、在籍年／卒業年は公
開されます）

※ 文章は「です・ます」体に統一して下さい。
私は航空関係の仕事に就きたいという夢があり、日本人だけでな
く海外の方とも関わる機会の多い環境で仕事をするためにアメリ
カという多様性にあふれた国での生活を通して英語力を上げ、そ
して見分を広げたいと考えていて、留学することは大学生活にお
留学しようと決めた理由
いての大きな目標でした。ただ英語を話せるようになるための留
学でなく、アメリカの大学でレベルの高い授業を受けてみたいと
考えており、サマーセッションは私にとって理想的なプログラム
だったので参加することを決めました。
留学前は英会話に通ったりボキャブラリーの勉強をしたりと語学
力を上げるための勉強を中心にしていましたが、それだけでなく
アメリカ史についての知識をつけてから来るべきだったと非常に
後悔しました。アメリカの歴史に関する授業はとっていませんで
留学のためにした準備，
したが、授業の中でアメリカの政治や文化、歴史的な背景への知
しておけば良かったと思う 識なしでは理解できない部分が少なくありませんでした。語学力
準備
をつけたり履修する授業の背景知識をつけておくのも重要です
が、アメリカ史の知識をつけておくことをおすすめします。
（例：何と言っても語学力を向上させることが一番大切です。留学中は膨大な量のレポートを書きます。読解
力、作文力、会話力を、特に重点的に準備すれば留学後とても役に立ちます。語学力以外にも、日本の文
化や伝統行事・料理などについてもっと理解を深めておくべきだったと思います。留学先では日本の代表者
のように日本のことを質問されることがよくあります。）

この留学先を選んだ理由

大学・学生の雰囲気

寮の雰囲気

以前から留学したいと考えており、様々なプログラムを検討して
いましたが留学時期や期間、費用などを考えて、サマーセッショ
ンで参加できる３校の中から選ぶことに決めていました。３校と
も非常に優秀な大学でそれぞれ魅力があり迷いましたが、アーバ
インはアメリカで最も治安の良い都市のひとつであり、またアー
バイン校はサマーセッション専用のオフィスとスタッフがいて留
学生への対応が充実しているという話を聞いていたので、留学が
初めての私にとっては治安の良さと留学生が勉強しやすい環境が
決め手になりました。
授業でグループワークやチームでの発表を行う機会が何度かあり
アーバイン校の正規の学生と同じグループになることがありまし
た。英語力が足りないせいで話し合いについていけなかったり、
授業内容でわからないところがあったりした際は正規生が助けて
くれました。また何かわからないことがあってサマーセッション
のオフィスに行った際はスタッフが丁寧に相談に乗ってくれまし
た。学生も教授やスタッフも留学生に親切に接してくれました。
私の住んでいた寮はほかの寮に比べて住んでいる人数が多い寮で
非常ににぎやかでした。多くが中国人でしたが、イタリアやドイ
ツ、ブラジルからの留学生もいました。私は寮にいるときはリビ
ングのような共有スペースで過ごすことが多かったのですが、こ
のスペースにいるとほかの学生が話しかけてくれたり、また私も
話しかけたりと交友関係を広げるいい機会になりました。
（例：寮では頻繁に学生が交流できる活動が行われていました。パーティ、ゲーム、BBQ など盛りだくさんで、
友達を作るには最適の環境でした。）
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交友関係

私はパーティーやツアーなどの大学が開いているアクテビティに
積極的に参加していました。サマーセッションの学生が多く参加
していたので、アクテビティをきっかけに仲良くなった友人が多
かったです。私はもともと人見知りをしてしまうタイプで、また
英語が拙いこともありなかなか自分から交友関係を広げられずに
いましたが、アクテビティには留学生が多く、英語が第二言語で
自分と境遇が似ていて話しやすかったので悠損を作る良い機会に
なりました。週末はよく、友人とビーチや買い物に出かけていま
した。
（例：留学当初は言葉も拙く中々友達が作れなかったのですが、積極的に自分から色々な人に話しかけ、遊
びに誘ったりしているうちに、パーティに呼ばれたり、ご飯に招待してもらったりと、いつの間にか周りには、楽し
い時間を共に過ごす友達が沢山できていました。また、後期からダンスサークルに所属した事で、一緒に体を
動かす楽しみを通じながら、より多くの友達ができました。）

困ったこと，大変だったこと

学習内容・勉強について

一つのキッチンを寮に住んでいる学生全員で共有していて、自分
が使った食器や調理器具などは使ったらすぐに自分で洗うルール
になっていたのですが、洗わずに放置する人が数人いて、キッチ
ンが汚れていることが多かったです。また、生ごみを分別せずに
捨てる人もいて大量のアリがキッチンに入ってくることがありま
した。
私はメディアに関する授業を履修していたので、授業内でアメリ
カの映画やドラマなどを鑑賞することが多かったです。字幕がつ
いていないと理解するのが難しかったので、教授にお願いして字
幕を付けてもらっていました。英語での授業は聞き逃したり理解
できなかったりする部分が少なくなかったので授業後はオフィス
アワーを積極的に活用していました。また授業のまとめのプロジ
ェクトとして数人のグループで CM やドキュメンタリーを撮影す
るものがあったり、日本の授業ではないような内容もたくさんあ
り非常に新鮮でした。
（例：私は政治学を専攻していました。授業は学生同士の意見交換や共同作業が多かったです。専門用語
が理解できない、授業のスピードについていけない等、落ち込むこともありましたが、やる気と根性を見せれ
ば、教授や周囲のクラスメイトはとても協力的にアドバイスをくれます。また、教授の許可を得て、授業を録音
するという工夫もしました。）

課題・試験について

毎回の授業の準備としてのリーディングが出ていて、それを読む
だけでも精一杯でしたがさらにそのリーディングに関するエッセ
イを書く課題が出ていました。さらに授業を聞いているだけでは
理解しきれず、サイトに上がるスライドを見ながら授業の復習も
しなければならず毎日課題と復習に追われていましたが、土日は
しっかり遊んでいたので遊びをモチベーションに頑張っていまし
た。試験は、その場でエッセイを書く問題が多く、慣れていない
形式だったので苦労しました。
（例：課題量は膨大でした。慣れるまでは毎日の睡眠時間が平均４時間程度と、明け方まで勉強する時期も
ありました。しかし、勉強内容も自分が興味があることですし、頑張った成果が試験に反映されているととても
嬉しく思いました。）

大学外の活動について

せっかくのカリフォルニアへの留学なので勉強だけでなくしっか
りと遊んでカリフォルニアを存分に楽しむことを目標としていた
ので休日は友人と観光やショッピングに行ったりアクテビティに
参加したりしていました。平日はしっかりと勉強し、休日は朝か
ら一日観光していることが多かったです。遊びと勉強のメリハリ
をしっかりとつけることでモチベーションになり、精神的に追い
詰められることもなく大変な勉強も乗り切ることができました。
（例：ダンススクールに通ったり、難民救済のボランティアに参加したり、大学外の交流も持つようにしていまし
た。）
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留学を志す人へ
「これを知っておいて欲し
い」と思うこと、アドバイス
等

英語力も学習面もまた精神面でも、どれだけ成長できるかどうか
はすべて自分の行動次第でした。留学期間が短くても長くても、
どのような目標を持つか、またその目標のためにどのように行動
するかによっていくらでも変われると思います。自分が留学後に
どのようになっていたいか、どのような留学にしたいかしっかり
と目標をもっておくことが重要だと思います。私の場合、よく学
んでよく遊び、様々な経験をする中で英語力を上げ、また精神的
にも成長して帰ってくることが目標でした。時には妥協したくな
ることもありましたが、常に目標に向けて行動することで後悔の
ない留学にすることができました。
例：「待っているだけでは何も始まらない」留学が良いものになるか否かは自分次第です。留学前も、留学中
も、とにかく積極的にチャンスを掴み、貪欲に学習しようという姿勢がとても大切です。また、「諦めない」という
ことも重要です。諦めたら留学は実現しません。目標、やる気、努力を持って、臨んで下さい。

上記回答内容にまつわる写真、またそれ以外でも結構ですので写真の提供をお願いします（キャンパス
の写真，本人を含めた写真２枚程度（大勢と写っている写真ももちろん OK です））。この写真は，「海外留
学の手引き」や本学ＨＰ等留学関連の情報媒体に使用される場合がありますのでご了承ください。

一週間のスケジュール（例）
月曜日

火曜日

水曜日

授業

木曜日

金曜日

土曜日

授業

課題

観光

授業

↓

↓

日曜日

午前中
予習

授業

授業

予習

アクティビテ
ィ

授業

課題

↓

午後

授業

授業

課題

夕刻

夜

課題

課題

課題

課題

課題

↓

課題

ジム

ジム

ジム

課題

課題

課題

課題

※ 授業だけではなく，課外活動，交流会，自習，その他自由時間の活用についても具体的に記入
をお願いいたします。
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Report of Program Activities (Study Abroad Program)
Date：year

month

day

（Please be aware that this report will be published on the website of Meiji University, study abroad information brochures, and
etc. Your name will not be listed on the media without your permission.）

Name：

Name/Email

Email：
※This column will not be published on PR resources.

School/Graduate School・Major
At Meiji University
Country of your study abroad
Name of the host institution
year
month
～year
month
Study period
Grade when you started the
year
（year at your departure）
program
Grade you belonged to at the
year
（year you have belonged to at host institution）
host institution
School you belonged to at the
Haven’t belonged to specific school.
host institution
Date of return

year

month

Expected year of graduation
(from Meiji University)

year

month

day

Information of Host Institution
School type
Academic calendar

National

Public

Private

Other

Semester1：
Semester2：
Semester3：
（e.g./Semester１：Beginning of April～End of July, Semester２：Middle of
September～Beginning of February）

Number of students
Year of founding

Fees

Local Currency
(
)

Yen

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

Note
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen
yen

Total

yen
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Travel Information
Route：
Travel Expenses
Ticket type
Outward
Return
Total
Travel company you used, guidebooks, or any other resources you referred during the preparation:

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

2）Room type

Single OR

Living with others（Number of room mate

）

3）How did you find the residence?：

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

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?
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?
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.）

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.）

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

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.）
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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.

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.

The information above might be published without your name on the website or brochures of the
International Student Center and the Recruit and Career Center for the reference. Please be aware
that you might be asked to revise your report to make it published for PR use.
※Note: This report is consisted of 3 parts: “Report of your study,” “Time chart,” and “Report of
Study Abroad.” and make sure to fill out all the parts.

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
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：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes *

times per week

Contents
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Test, Homework etc.
Comments / Advice

Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
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Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week
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Professor
Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice
Name of the Class：
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Faculty
Duration
Number of credits
Number
of
credits
converted to Meiji
Class style
Class frequency/ hours
Professor

Credit
（tutorial, lecture, etc.）
minutes

times per week

Contents
Test, Homework etc.
Comments / Advice

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,
2016

April ～ July

August ～ September

October ～ December

January ～ March,
2017

April ～ July

August ～ September

October ～ December

January ～ March
2018

April ～ July

August ～ September

October ～ December
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Report of Study Abroad
Please fill in each column in details. (150 words or more)
This report might be published on the booklet “Guide to Study Abroad,”the website of Meiji
University, and so on (your name will not be listed on the page.) Please cooperate with revising the
report before publishing these materials when you are asked. （Your school, host institution,
academic year you’ve studied and year of graduating will be listed.）

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.)
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About
exams

homework

and

About extra activities

Messages and advice for
students wishing to study
abroad

Please offer two or three photos during study abroad (those with your friends would be acceptable).
Please be aware that these pictures might be used on “Guide to Study Abroad”, the website of
Meiji University and other media for PR use.

Weekly schedule during the study abroad (Reference)
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Morning

Afternoon

Evening

Night

※ Please inform the details of your activities including not only the classes but also extra
activities, exchange events, self-study and other free time.

※ Please confirm all the parts and columns are completed before submission.
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