
協定校留学近況報告書 

  

記 入 日 ２０１４年 １月 １４日 

留 学 先 大 学 メンフィス大学 

留 学 先 での所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 ２０１３年８月－２０１４年５月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部経済学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部２年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

出発前はこちらの大学の授業の情報収集や日本文化の勉強を少しだけしました。授業は現地に到着してからでないと履修できな

いですが、授業の内容や様子は担当アドバイザーから事前に聞くことができたのでおかげで自分のとりたい授業をとることができまし

た。日本文化の勉強は外国人の興味をひくのに有効で、この話をきっかけに仲良くなった人も多数います。 

準備不足だったことは、現地の気候や温度についての調査不足です。こちらでは夏は東京と同じくらい暑いのですが、秋になると急

激に寒暖の差が激しくなり、体調管理が大変でした。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：J１ 申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：２週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約＄２５０（２万５千円） 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

現地の大学から明治大学を通じて送られてくる書類を記入して現地校に提出すると、新しい書類があちらから送られてくるので、そ

れを記入して持参する。 



 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

日本のアメリカ大使館のホームページにアクセスし、ホームページの要項通りに記入する。なお、この時に上記の大学から送られ

てくる DS-2019 という書類がないと先にすすめない。記入要項は英語で書かれてあるが、必要な書類さえ揃っていれば手順に従

って問題なくすすめます。記入が全部済んだら、同じホームページのところで面接の予約をします。面接はアメリカの大使館で行わ

れます。僕は出発の２ヶ月前に予約をして出発日までに余裕をもってビザ取得を終えました。アメリカ大使館では入るのに１時間、

面接まで１時間半を要したので、面接は時間に余裕がある日をおすすめします。 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

特に意味のある質問はなく、現地に行ってなにをするか、現地でなにを勉強するかなどの質問が５分程度質問されて終わります。

ただ面接までが長かったので、その時間は考慮しておいた方がいいです。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

取得に関して困ることはありませんでしたが、出発してアメリカに入国する時にビザと一緒に DS-2019を手持ちにいれず預けたバッ

クにいれてしまっていたため、入国審査の時に手間取りました。必ずビザと DS—2019はともに持参する必要があります。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

携帯電話は現地で買うよりも日本で事前に買った方がいいと感じました。こちらの携帯電話は日本の携帯電話と少し仕組みが違っ

たので、日本で事前に買って慣れておくことをおすすめします。 

デビットカードは大学にある銀行で簡単に作れるので、もしこちらでもう一つカードを作ろうと考えているのであればお手軽に大学構

内で作ることができます。 

荷物は僕が滞在している寮には届かない（郵便ポストがない）ので、大学内で有料の専用ポストをつくるか、友達の家に代理で受け

取ってもらう必要があります。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 デルタ航空 

航空券手配方法 
知り合いの旅行社関係者から 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 メンフィス国際空港 現地到着時刻 ８／２０ １９：００頃 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 約１５分 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

特になし 

大学到着日 ８月２０日２１時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居入居 

できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮         アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋     二人部屋      その他（四人部屋） 

ルームメイト 日本人学生   他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋   自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 大学から送られてくる住居申し込み書類を記入して大学に提出します。家賃は現地に着いてから払い

ます。一括と分割払いがあり、期限内に支払わないと追加料金が発生します。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

見つかった。特になし。 



 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 ８／２３ 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 日本人も含めた様々な国から来た留学生が同じ場所で説明をうけます。最初に互いに自己紹介をし

合い、その後いろいろ学校や学業などについての説明がはじまります。オリエンテーションが終わったあ

とはショッピングモールに連れて行かれるので、そこで家具などを揃えることができます（最初の寮の部

屋はベッドと机以外なにもない）。現地のサポート委員みたいな人が助けてくれるので特に心配すること

はなかったです。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 ８月２７日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

州の特別な滞在許可等はありませんが、現地の日本大使館に在留届というものを提出する必要があります。これはオンラインで簡

単にできます。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

履修をするためには現地で予防接種をうける必要があり、この結果がでるのに１週間かかるので、早めに履修登録をするのであれ

ば早く現地に到着してこの予防接種をうける必要があります。また日本で事前に様々な予防接種をうけることになりますが、この予

防接種をうけたという英文証明書がないと再度現地で有料でうけるはめになります。なので英文証明書は大事に保管しておくこと

をおすすめします。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

銀行口座は大学内にある銀行で簡単にできます。料金は銀行に預金する分のお金を除けば無料でした。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

現地で携帯電話を購入しましたが、契約の仕組みや使い方などの部分で多少困ったので、日本で事前に買っておくことを推奨し

ます。 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（８月２８日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

現地の普通の生徒と同じようにオンラインで登録しました。優先制度みたいなものはなく、予防接種などの関係で他の人と比べて

履修が遅れている状態なので、とりたい授業が人数オーバーでとれないなんてこともあります。その場合はその授業をとっている人

が登録を抹消して席があくまで待つ必要があります。席は待っていれば空くので、授業がとれないということはおそらくはないです。

最初の一週目はクラス登録・抹消は自由にできますが、その時にクラスを追加してから抹消しないと罰金がかかります。（詳しいこ

とはオリエンテーションで説明されます） 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

       



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                                          

8:00 
起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食             

9:00 
授業       授業       授業             

10:00 
      授業       授業                   

11:00 
      授業       授業                   

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食             

13:00 
      授業       授業                   

14:00 
課題勉強 授業 課題勉強 授業 国際交流イベント             

15:00 
                                          

16:00 
                                          

17:00 
      授業 野外サッカー 授業 野外サッカー             

18:00 
      授業       授業                   

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 課題勉強 課題勉強 

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝                   

24:00 
                        就寝             

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

交通手段以外の部分は勉強や趣味に打ち込めるとてもいい場所です。履修できる授業はプログラムの関係上４つか５つで

すが、多すぎず少なすぎない数だと思います。宿舎は家賃は少し高額ですが、とても快適で過ごしやすいです。宿舎は寮で

他の現地の生徒と一緒に住んでいるので、英語の勉強が毎日日常的にできます。最初のうちは慣れないことばかりですが、

慣れてくると生活自体も楽しくなってきます。すぐ近く（車で１５分）に日本食材店もあるので、日本食が恋しくなるということも

ないです。ただ車がないので食糧店へ行くときに少し不便です。友達の力を借りる必要があります。 

メンフィス大学は大学バスケが強く、とても盛り上がります。生徒なら無料で入場できます。NBA もあるのでスポーツ面ではと

ても充実した街です。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

まず最初に言えることはとても田舎です。交通手段もほとんどが車で、バスとタクシーが多少通ったりしているだけで電車はあ

りません。車がなければ正直なにもできません。都会が好きな人や娯楽を多く求める人にはあまり向かないところです。それ

でも現地の人はみんな良い人ばかりで日本人が大好きな人たちばかりです。そして遊ぶときは遊び勉強する時は勉強すると

いうけじめを持ったひとも多いです。国際的な交流も多く、様々な国の人たちと仲良くなれます。こういったいろいろな点で、

上記の欠点を埋めてくれる良さがあります。留学して得られる経験という点からみればとてもいい大学、そして環境だと思い

ます。基準はそこまで高くないので、挑戦しようと思っているひとは、ぜひ挑戦してみる価値がある留学先だと思います。頑張

ってください。 

 


