
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 1日 

留 学 先 大 学 ネバダ大学リノ校 

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 2021年8月－2021年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 
情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科     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。 

英語学習に関してはリスニングを洋画などを見てしていました。また、留学するにあたって同じ大学に留学している先輩に連

絡をとって実際に行った人の話を聞いておくと不安も解消されていいと思います。      

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：ビザセンター 

ビザ取得所要日数：2 週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：2 万円程度 

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？ 

DS-2019(留学先から送られてくるもの) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ネットで申請し、ビザセンターに行く      

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？ 

「交換留学生ですか？」と英語で聞かれただけでした。   

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし 

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） 

アメリカに渡航するにはたくさんの予防接種をする必要があり、それぞれの接種で一定の休息？期間が必要なので、予防接

種は前倒しで済ませることをお勧めします。現金は、渡航日に空港で両替をしました。レートが良いのかどうかはよくわかりま

せんが、５分もかからずに調達できました。また、荷物は JAL の場合２３kg のものを２つまで持ち込めるので、半年の人は割

と余裕があると思います。私はシャンプーやティッシュ、歯ブラシは磨き粉などの日用品も持って行きましたが、徒歩圏内に

walgreens という grocery store があるので、これらの日用品は正直持っていく必要はなかったです。また、バスに乗るか、

車は必要ですが、モールがあるので、服にも困りません。逆に持っていってよかったなと思うものは、ドライヤー、靴の他にクロ

ックスなどのサンダル、コスメ、手鏡、生理用品（アメリカ製は品質があまりよくない）、日本食！！などです。まだあるので気

になる人は連絡してください！ 



 
Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 

ほぼ初の海外渡航で不安だったため JTB 経由でチケットを取りましたが、事あるごとに手数料をと

られたので、自分で航空会社から直接取った方がいいと思いました。 

※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 
Reno-Tahoe  

International airport 

現地到着時刻 18:00 

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 10 分くらい 

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 

大学のバンで無料で迎えにきてくれるサービスがあるのでそれを利用するといいと思います。 

大学到着日 8 月 12 日 18 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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（local student） 

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 渡航前に大学からのアナウンスに従って８つくらいある寮の中から第３希望までを提出し、決定

後、支払い。オススメの寮や off campus のアパートメントを紹介できるので連絡してください！ 

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？ 

トラブルは特になし      

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 8.17 

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？ アメリカでの法律やキャンパスの案内などを説明された。      

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 23 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？ 

しませんでした。 

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？ 

健康診断や予防接種は日本で済ませました。コロナの検査は現地で行いました。大学のヘルスケアセンターで、無料でし

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？ 

しませんでした。している友達もいましたが、あまり必要ないかなと感じました。ただ日本のカードを使うと現金を下ろす際に手



数料が少しかかってしまうので、半年間なら４、5 万円（ショッピング代なども含めて）持っていっておくといいかもしれないで

す。 

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？ 

しませんでした。ソフトバンクの人はアメリカ放題というサービスが便利です。その他の人は日本の携帯のシムカードを変えて

そのまま使っていました。            



 
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（７月上旬    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？  

学校のマイページから、自分の興味のある授業を選択して登録作業を行った。 

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？ 

授業が始まってからしばらくの間は変更期間が設けられているため、変更が可能です。早迷登録をしておかないと人数制限

がある授業は取れないこともあるので注意が必要です。 

 

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                                           

9:00 ENG113       ENG113       ENG!13             

10:00                                           

11:00                         ANTH101             

12:00 JOUR107 ANTH101 JOUR107 ANTH101                   

13:00                   JOUR107                   

14:00                   ↓                   

15:00                   ↓                   

16:00 JOUR103       JOUR103                         

17:00                                           

18:00                                           

19:00                                           

20:00                                           

21:00                                           

22:00                                           

23:00                                           

24:00                                           



 
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。 

ネバダ大学リノ校は本当にいいところです。少し田舎ではあるけれどキャンパスの規模が大きく、イベントもたくさんあり、カリフ

ォルニアなどの観光地に近いので、飽きることがありません。授業の数も多く、自分の興味に合った物が選択できるので、非

常に楽しいです。また、私が住んでいる Nye hall という寮は、フロアごとにラウンジがあり、そこで友達を作ることができたのでお

勧めです。秋学期の 10 月頃ではほぼ毎週末アメフトの試合があったり、常に学校主催のイベントや地域のイベント、パーティ

ーなど様々な娯楽で溢れています。私は当初、友達ができるか心配でしたが、必ず何かの機会でできるので不安に思う必

要はありません。 

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。 

私の代だけかもしれませんが、この大学は日本人留学生が少し多いと感じました。私は英語の上達のために日本人を避け

るというようなことはしなかったのですが、ある日本人留学生が日本人を執拗に避けたりと不自然な行動をしたせいで人間

関係にトラブルを抱えていました。留学期間が限られているので、そう行動する気持ちも理解はできますが、私は、そこまで

気負わずに、流れに身を任せ、アメリカでの生活を楽しもう、という気楽な気持ちで留学生活を送ることをおすすめします。ま

た、ネバダ大学リノ校はそこまで人気の留学先ではないかもしれませんが、私は自信を持って本当にいい大学だと言えま

す。何もかも綺麗だし、規模が大きく、明治に通っているみなさんきっと感動すると思うので、それをモチベーションに頑張っ

てください！ 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month11 day1 

Host University University of Nevada, Reno 

Department you belonging to 

at the host university 

 I belong to a specific department（Please fill out the following information） 

    ※ Name of the department：      

 I do not belong to any specific department and taking the classes of 

various majors. 

Other：      

Duration of the exchange 

program 

year2021 month8 to year2021 month12 

Department you belong to at 

Meiji University 

School ofinformation&communication Major(field of study)      / Graduate school 

of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: year2024／Graduate Masters Doctorate year      

Ｉ. How did you find the information to prepare for your departure? Please report and give some 

advises for future exchange students going abroad on what they need to know and be 

informed.  

You need to get a lot of vaccinations to travel to the United States, and a certain amount of rest for each 

vaccination is needed. So, I recommend that you vaccinate ahead of schedule, as it will take some time. Cash 

was exchanged at the airport on the day of travel. I'm not sure if the rate is good, but I was able to procure it in 

less than 5 minutes. Also, in the case of JAL, you can bring up to two pieces of 23 kg, so I think that is enough for  

a student who is gonna study for half a year. And I also brought my daily necessities such as shampoo, tissue, 

toothbrush and scouring powder, but I thought I had not had to bring these daily necessities honestly because 

there is a grocery store called walgreens within walking distance. And there are many malls here, so you don't 

have to worry about clothes. But, you should bring air dryers and shoes, sandals such as Crocs, cosmetics, hand 

mirrors, sanitary napkins (the quality of American products is not very good), and Japanese food. 

Ⅱ-1．Preparing before going exchange program (About VISA) ※Please report in detail. 

Type：J1 Where to apply：visa center 

How long did it take to get a VISA：2 weeks 

（How long did it take from the application to the acquisition of 

your VISA?） 

Cost：around 200$ 

What kinds of documents were required to submit to apply for VISA? How did you prepare those 

documents? 

DS-2019 

Please report on the details of applying process. 

Send documents through the internet and then go to the visa center 

If you took any interview at the Embassy, please report on the details of the questions you were asked. 

I was just asked "Are you an exchange student at University of Nevada, Reno?" 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

Nothing 

Ⅱ-2．Preparation before departing for exchange program （Other topics） 

Please report on any other necessary preparation before your departure. (E.g. Preparation of money, 



purchasing a cellphone, shipments of your commodities, and etc.)  

Regarding learning English, I was listening to foreign films. Also, I think that anxiety can be alleviated by 

contacting seniors who are studying abroad at the same university and listening to the stories of the people who 

actually went there. 



 
Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline JAL 

How to purchase air 

ticket 

I got a ticket via JTB because I was worried about my first overseas trip, but I was 

charged a fee every time, so I thought it would be better to get it directly from the 

airline. 

※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。 

Arrival airport 
Reno Tahoe  

International airport 

Arrival time around 6 p.m. 

How to get to the campus 
Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  other                     

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

around 10 min 

Are there any important points to get to the campus? Please inform on the cost of taxi or any 

transportations. 

You can use campus escort service 

Arrival date month8date12time6 p.m. 

2. Housing 

Did you check-in 

soon after 

arriving? 

Yes 

No 

If your answer is “No”：The date you checked-in was… 

month     day      

Type of housing Dormitory       Apartment        Other（     ） 

Type of the 

room 

Alone  two persons       Other（     ） 

Room mates Japanese Student International Student  Other（local student） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

Before traveling, submit up to the 3rd choice from around 8 dormitories according to the 

announcement from the university, and pay after the decision. Let me know if you want to 

know recommended dormitories and off campus apartments! 

Have you decided your accommodation before departure or after arriving easily? Were there any troubles 

to find it? 

Nothing 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date 8.13 

Was it mandatory to attend? Yes   No 

Did it cost any? No. It’s free of charge.   Yes（Cost：     ） 

Contents (details) They explained the law in the United States and information about the 

campus. 



Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month8day23 

 

Ⅳ. Other process to be completed after arriving 

1．Was it necessary to get any permission of staying after arriving? If yes, where, report on when, and how 

to apply for a permission? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

No 

2．Were there any other procedures you completed after arriving? (E.g. medical checkup, inoculation and 

etc.) If yes, report on where, when, and how did you complete them? How long and how much did it take? 

Was there any trouble? 

Health checkups and vaccinations have been completed in Japan. The corona was inspected locally. It was free at 

the university healthcare center. 

3．Did you open any bank account abroad? How did you open it and what kinds of documents were 

required to apply? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

No, I did'nt, 

4．Did you purchase any cellphone? How did you open it and what kinds of documents were required to 

purchase it? How long and how much did it take? Was there any trouble? 

No  
 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month     day     ） 

    Online Filling out an application form  Not allowed to register other（     ） 

After arriving（approximate date: around month     day     ） 

    Online With support by International office at the host university  

     Not allowed to register other（     ） 

Was there any priority as an exchange 

student? 

Yes        No 

If your answer is Yes, please report on the details. 

      

If your answer is No, how did you register your classes?  

On my page of the school, I selected the class that I was interested in and registered. 

If you had registered the courses before departure, could you change or add any classes after arriving? Could 

you register all the classes which you wished to attend? 

There is a change period for a while after the class starts, so you can change it. You may not be able to take 

classes with a limited number of students unless you register early. 

 



 

Ⅵ. Weekly Schedule (Please enter your daily life such as class, activities, and self studies.) 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00                                           

8:00                                           

9:00 ENG113       ENG113       ENG113             

10:00                                           

11:00                         ANTH101             

12:00 JOUR107 ANTH101 JOUR107 ANTH101                   

13:00                   JOUR!07                   

14:00                                           

15:00                                           

16:00 JOUR103       JOUR103                         

17:00                                           

18:00                                           

19:00                                           

20:00                                           

21:00                                           

22:00                                           

23:00                                           

24:00                                           
             
Ⅶ. Feedbacks from the beginning of the program to the present 

Please give us any feedbacks on the host university, your program, classes, dormitory, and your life 

abroad. 

University of Nevada, Reno is a really nice place. Although it is a little rural, the campus is huge, there are many 

events, and it is close to tourist destinations such as California, so you will never get tired of it. There are many 

classes and you can choose the one that suits your interests, so it's a lot of fun. I also recommend the Nye hall 

dormitory where I live because there is a lounge on each floor where I could make friends. Around October in the 

fall semester, there football games almost every weekend, and there is always a lot of entertainment such as 

school-sponsored events, local events, and parties. At first I was worried about making friends, but you don't 

have to worry because you can always do it on some occasion. 

Please give some advice to the students who are willing to study abroad at the same host university in 

the future. 

I felt that there are a few Japanese students at this university more than I expected. I haven't avoided Japanese 

people to improve my English, but a Japanese student had trouble with human relationships because she 

relentlessly avoided Japanese people and acted unnaturally. Since the period of study abroad is limited, I can 

understand the feeling of acting like that, but you should not feel that studying abroad is such a "big thing," should 

feel just enjoying life in the United States. Also, the University of Nevada, Reno may not be such a popular 

destination for study abroad, but I am confident that it is a really good university. Everything is beautiful, the scale 

is large, and I'm sure everyone who goes to the Meiji era will be impressed, so please do your best to motivate it! 

 


