
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 11月 8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 2016年8月－2017年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部3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。 

自分より一年前に留学していた方と国際連絡事務室を通じて連絡し、留学前にさまざまな情報やアドバイスが直接聞けたこ

とは本当に役に立ちました。また、先輩たちの留学近況報告書や留学報告書も全てに目を通してイメージを膨らませること

は大事だと思います。学生が作れるクレジットカードは利用限度額が低いため授業料、寮費が一括で払えない場合がありま

す。他の大学から来た留学生は数回に分けて払っていましたが、一括より少し値段が高くなる上、払うのを忘れてしまうこと

もありお勧めできません。私はクレジットカードを数枚とデビットカードを一枚作り、普段の生活ではクレジットカードを、高額な

支払いにはデビットカードの限度額を上げて使っていました。特に準備不足だったなと思うことはありません。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J-1 申請先：アメリカ大使館 
ビザ取得所要日数：一週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：約 23000 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？ 

面接予約確認書、DS-160、2×2 の写真、パスポート（新旧）、SEVIS 費用支払い確認書、高校・大学の英文成績証、英

文銀行残高証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

DS-160の記入、面接予約、SEVIS費用の支払い、高校に成績証を取りに行く、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？ 

面接自体は一分ほどで終わりました。どこの大学に行くか、何を勉強しに行くか、いつからいつまでか、この三つだけでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

メンフィス大学から中々書類が送られてこなかったため、ぎりぎりのビザ申請になってしまいました。私の場合、書類が送られ

てこなかった原因が、メールを送信完了したはずなのに相手側が受信できなかったためでした。何回か送って返信が来な

かった場合は国際教育事務室に相談することをおすすめします。ビザ申請はアメリカ大使館公式の You tube動画があるの

でそれを参考にするといいです。 

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） 

クレジットカードがあればほぼ問題はないです。現金を使う人はほとんど見たことがありませんが、現金を使っても変ではありま

せんので、私は持ってきた現金を消費したい時は使っています。 

携帯電話は Softbankのアメリカ放題にしてからきました。少し電波は弱いですが、使えるのでお勧めです。 

冬服を送ってもらいました。荷物の郵送、受領にはメールボックスを作らなければいけません。オリエンテーションで作り方を

教えてくれます。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 United Airline 

航空券手配方法 
両親の知り合いの旅行関係者から 

※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 23:00 

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 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 

      

大学到着日 8月 15日 23:30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（四人でシェアハウスのような感じ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地学生） 

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 書類の記載 

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？ 

渡航前 

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 8/19 

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？ 生活上の注意とルール、自己紹介 

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 19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？ 

滞在許可ではありませんが、日本大使館に在留届をオンラインで提出しました。 

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？ 

TB Test。２０ドル。二日後に結果が出て陽性反応だったためレントゲン費さらに２０ドル。Health Center で言えば受けられま

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？ 

Firs South という大学にある銀行で開設しました。ビザ書類、パスポート、SSN、最初に預金するお金が必要でした。 

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？ 

購入しませんでした。 



 

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 19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？  

現地で TB Test を受けてから登録しなければいけないので、取りたい授業が埋まっているかもしれません。ただ、最初の二

週間弱ほどは自由に授業を変えられるので、取りたい授業があれば毎日オンラインで席に空きが出ていないかチェックした

ほうがいいです。 

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 
      起床       起床                   

8:00 
      授業       授業                   

9:00 
起床 授業 起床 授業 起床             

10:00 
授業  授業 中国語のチュ

ーター 

授業 起床 起床 

11:00 
授業 課題 授業       授業             

12:00 
授業       授業 ランチ 授業             

13:00 
ランチ       授業 日本語のチュ

ーター 

Language 

Table 

            

14:00 
日本語の授業にボ

ランティアとして参

加 

      授業       ランチ             

15:00 
同上       授業                         

16:00 
                                          

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
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。 

大学は明治大学よりは大きいですが、広大というほどではないと思います。移動は全て徒歩で済みます。それが嫌だという

人は自転車を借りられます。 

私は来てすぐの今学期は授業についていけるか不安だったので、取りたい授業の中でも比較的簡単な授業をとっています。

それでも最初は何をすればいいのか分からず、日本語を学んでいる学生にシラバスの読み方を教えてもらい、予習復習を

毎日のようにしていました。慣れてくればどうってことはありません。先生や学生もみんな優しいので何か質問や問題があれ

ば聞きに行くと親切に説明してくれます。寮では日本人のルームメイトとほぼ毎日夜ご飯を作って生活しています。フライパン

や食器などは先輩の残したものを使えたのでほとんどお金はかかりませんでした。同じ建物の日本人数人と割り勘して一台

テレビを買い、夜はテレビを見ながらご飯を食べたりみんなとおしゃべりしたりしています。留学だから日本人との関わりを制

限しようと最初はしましたが、自分の国の仲間とリラックスする時間、落ち着ける時間はやはり必要に感じます。 

先輩たちの報告書にも記載されていますが、車がないと遊びに行くことやすぐに買い物はできません。車を持っている友達に

頼むか、木曜日は生活用品店、金曜日は食材スーパーに、それぞれ大学から無料でバスが出ているのでそれを利用する

といいです。 

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。 

メンフィスという都市は東京と比べれば明らかに田舎です。電車も地下鉄もなく、車がなければ移動に困ります。しかしその

分友達と話す時間も増えますし、勉強に集中することもできます。日本語を学んでいる学生が予想以上に多いため、友達

作りには困らないと思います。学べることはたくさんありますし、自分の価値観も変わると思います。 

私は留学先を決めるまで留学カウンセリングを何回も利用しました。そして留学先が決まってから留学直前まで国際教育事

務室に事あるごとに連絡し、それでもわからないことがあれば直接伺って聞きに行っていました。また先輩の連絡先も教えて

もらい、情報をたくさん得ることができました。留学は準備期間から始まっている、とよく耳にしますが、準備期間も留学中も

一人では何もできやしません。周りの人をどんどん頼ったほうが絶対に自分でやるより早いですし、正確に物事を進められる

と思います。何か聞きたいことがあれば僕も力になります。皆さんが目標を達成できることを願っています。 

 


