
協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 ２０１４年 １２月 １９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 ２０１４年８月－２０１５年５月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

”メンフィス”とインターネットで検索しても、出てくるものは人口、面積などの基本情報か、治安の悪さがアメリカの都市ランキ

ングで上位に位置づけるといったようなことばかりで、あまり具体的な情報を得ることは難しかったです。そのため、僕はこれ

までにメンフィス大学に留学した先輩たちの書き残したこの留学近況報告書、留学報告書をすべてくまなく読みつくしまし

た。実際これは自分と同じ状況の人が、実体験をもとに書いたものなので一番ためになる情報だと思います。先に述べたよ

うにメンフィスは治安の悪さがよく指摘され、僕も留学前はその点がかなり不安だったのですが、実際に来てみると、生活し

ていてそこまで危険を感じることはありません。もちろん危機管理はとても大切で、ゲットーや治安の悪い場所などをできるだ

け早く把握し、夜はあまり出歩かず、また昼でもキャンパス外へは必ず友達と共に行くなどのことに気をつけなければなりませ

ん。また、授業登録についても、留学前に自分の取りたい授業をシラバスを見ながらある程度決めていくと思いますが、履修

登録が普通の学生よりも遅いので、取りたい授業が一杯だったり、または授業そのもの自体が開講されていなかったりするこ

とがあります。そのためできるだけ多くの授業についてリサーチをし、たくさんの選択肢を持っていたほうがいいと思います。 



 

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：三週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：＄２５０ 

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？ 

オンライン申請書 DS-160 フォーム 

米国での滞在予定期間に加えて６か月以上の残存有効期間があるパスポート 

２インチ×２インチの写真 

面接予約確認書 

英文の成績証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

SEVISの申し込み 

オンライン申請書の DS-160 を記入しオンライン提出 

大使館での面接予約 

面接 

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？ 

海外渡航の目的や、留学先に関する簡単な質問 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

持ち物がわかりづらかった。自分でアメリカ大使館のホームページを見てしっかりと確認することが必要。 

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） 

現地で簡単に銀行口座を開設することができます。キャンパス内に First Southという銀行があるので僕はそこで口座を開設

し、その銀行のデビットカードを主に支払手段として使っています。また携帯電話もこちらで簡単に作ることができるので、アメ

リカで購入した携帯電話を使っています。 
 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 American Airline 

航空券手配方法 
オンライン 

※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 Memphis International Airport 現地到着時刻 15時 

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 ２０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 

大学からの出迎えの人が親切に大学、寮まで案内してくれたので、特に問題はありませんでした。 

大学到着日 ８月１８日４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（４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（現地の学生２人） 

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 大学からの案内に従い申込 

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？ 

特に問題はなかった 

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 10am-2:15pm 

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？ 学校のルールに関する説明と留学生同士の軽い交流 

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２５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？ 

なし 

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？ 

キャンパス内の Health Center で TB Test を受けました。料金は＄２０で結果は 2，3 日後に出ます。聞いたところ日本人は

日本で受ける予防接種の影響でこの検査にひっかかるようで、僕もそのため結果が出た後に X-ray Test を追加で受けまし

た。 

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？ 

キャンパス内にある First South という銀行で口座を開設しました。手続きの方法などはオリエンテーションの日に説明される

ので、その説明に従って手続きを済ませ、開設しました。デポジットとして＄２５を開設の際に支払いました。 

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？ 

現地の学生の友達に手伝ってもらいながら手続きを済ませ、プリペイド式の携帯電話を購入しました。在庫があれば行った

その日に手に入れることができます。アンドロイドの割としっかりした携帯で、機種代＄７５、月＄３５で使用できます。契約な

しのタイプを選んだので、自分のタイミングで自由に使用をやめることもでき、とても満足しています。 

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（     月     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？  

自分の取りたかった授業はまだ空きがあったので、特に困ることなく履修登録を済ませることができました。 

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       起床                   

9:00 
起床 授業 起床 授業 起床 起床 起床 

10:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業             

12:00 
昼食 授業 昼食 授業 昼食             

13:00 
      昼食       昼食 Language Table             

14:00 
授業       授業                         

15:00 
授業       授業                         

16:00 
授業       授業                         

17:00 
                                          

18:00 
ダンス練習             ダンス練習                   

19:00 
ダンス練習             ダンス練習                   

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 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。 

メンフィス大学はメンフィスのダウンタウンからは少し離れた田舎に位置しています。交通手段の点においては、友達に車を

出してもらわないと食糧調達するのも少し大変に感じるほど不便ですが、一方でキャンパスはたくさんの緑に囲まれており、

野外にたくさんのベンチが設置されていて、自然のなかでゆっくりとした時間を過ごしリラックスすることができます。人々はみ

なとてもフレンドリーでやさしく、とてもいい人たちばかりです。授業では学生たちはとても積極的に教授に質問を投げかけ、勉

強熱心で、そういった学生たちに刺激を受けながら毎日充実した日々を送っています。教授たちもオフィスアワーに行くと、

理解するまでとても熱心、親切に教えてくれるのでとても助かっています。毎日たくさんの友達に支えられながら、学ぶことが

多く密度の濃い留学生活です。 

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。 

最初のオリエンテーションの日、留学アドバイザーのレベッカさんがこう言っていました。「あなたたちに必要なのはたった一人

のアメリカ人の友達です」と。留学生活が始まってすぐの頃、最初に感じたのは授業を通して友達を作ることの大変さです。

授業を通してなかなか他の学生たちと話す機会がなく、全然友達ができなかったため、その頃は本当に不安で寂しく感じて

いました。しかしある日、たまたまある一人のアメリカ人と出会って少しの間話す機会があり、そこから親しくなって彼と友達に

なりました。その日からここでの生活が劇的に変わり、彼を通じて一人、二人、とこれまでの寂しさが嘘のようにどんどん友達

が増えていきました。そこでやっとレベッカさんの言っていたことの意味がわかりました。もしかしたら僕のように最初の頃、友

達を作るのに苦労するかもしれません。そういう時は何とかして自分と合うアメリカ人の友達を一人作ってください。そうすれ

ばみるみるうちに友達の輪が広がっていき、英語を話す機会もどんどん増えていき、毎日がより充実したものになっていきま

す。また授業を通してできた友達たちはとても優しく、授業でわからないところなどを尋ねると何時間も一緒について教えてく

れます。ここでは日本語の授業をとっている学生もたくさんおり、彼らはとても一生懸命日本語を学ぼうと話してくれます。彼

らの日本語に対する熱心さからはいつもエネルギーをもらっています。ここでの生活は、現地の学生たちの授業に対する積

極性や、しっかりと自分の意見をもつ姿勢に多くの刺激を受けながら、また人と人とのかかわりをより深く感じ、勉強の面でも

人間としての面でも自分を大きく成長させてくれているように感じます。なかなか情報収集の難しい土地で、準備が大変なこ

ともあると思います。僕も以前にメンフィス大学に留学していた先輩からたくさん助けをもらいながら準備を進めていったの

で、もし何かあれば気軽に国際教育事務室を通して連絡してください。僕もみなさんの力になれれば嬉しいです。  


