
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 7日 

留 学 先 大 学 サザンイリノイ大学カーボンデール校 

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－2022年5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。 

大学周辺のアクセス(店やバス等)の情報、アメリカ用のプリペイド SIM(Amazonなどで買え、日本で事前に購入できる短期間

限定のもの等)の準備がとても役に立ちました。 授業、私生活などで必要不可欠なものなのでスピーキングの練習は多少

なりともやっておいて絶対に損はないかと思います。 

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：J-1 申請先：アメリカ大使館(東京都) 

ビザ取得所要日数：面接から 1 週間程(緊急であったた

め実際は 2，3 週間ほどかかるかと。) 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：3～４万円前後 

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？ 

１，1年以上の有効期限が残っているパスポート 

２，オンライン申請書 DS-160 フォーム 

３，「DS-2019」フォーム（留学先の大学が発行する交換訪問プログラムの資格証明書） 

４，SEVIS 費用の領収書（SEVIS費用の支払いが完了していることを証明する書類） 

５，証明写真 1枚 

６，面接予約時の確認ページおよびビザ申請料金の支払い領収書（ビザ申請費用 160 ドルの支払い領収書） 

７，アメリカ滞在中の費用負担が可能であることを証明する書類 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

上記３，のDS-2019に関しては、留学先の大学から明治大学を経由して受け取ります。４，のSEVISの支払いはすべてネッ

ト上で完結し、その支払い証明書、レシートのようなものもオンラインで受け取るため、それを自身でプリントアウトして面接時

に持参します。面接予約もすべてネット上で行い、その際の流れの中でビザ申請費用 160 ドルを支払い、オンラインで領収

書を受け取ります。 

７，についてはネットで検索すると面接で書類を渡した等の情報がありますが、私の場合は面接官にいらないと言われ結局

提出することはなかったのですが、不安であれば準備しておいたほうが良いです。 

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？ 

これから自分が留学する大学の名前と期間、指紋の登録等です。 

自分の場合は数分で終わり、個室に入って一対一といった様な厳かな面接ではなく、銀行や郵便局の様な窓口で立って事

務的な会話をして数分で終了したのでそこまで緊張しなくても大丈夫かと思います。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

面接を受けるまでの作業が中々面倒で尚且つビザの種類もたくさんある、そしてお金が絡んでくるプロセスなので出来るだけ

早めに、慎重に準備をすることを強くお勧めします。 

 



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） 

先に記述しましたが、もし日本国内のキャリアで海外プラン等に入っていないのであれば、プリペイド SIM の購入を強くお勧め

します。 

もし一人で現地についてから現地の通信キャリアが使えないことでスマホの地図が使えない、だれとも連絡ができないとなる

とかなり不安になるかと思います。 

また、現地到着直後にＵｂｅｒを使うことはあまりあてにしないほうがよろしいです。 

理由としては、Ｕｂｅｒアプリはインストールした国でのカードでしか支払いが出来ないシステムになっているようで、例えばアメリ

カについてからＵｂｅｒアプリをインストールして日本のキャッシュカード、クレジットカードを登録して使おうと思っても使えませ

ん。逆に日本でアプリをインストール、カード情報等を事前にセットアップしておけば日本のクレカでアメリカ国内のＵｂｅｒが使

える、筈ですが、私の場合は数週間したら使えなくなりました。 

なので、Ｕｂｅｒを問題なく使えるようにするにはアメリカで作成したカードを手に入れてから、と考えておいたほうが良いです。 

大学周辺にＢａｎｔｅｒｒａという銀行があるのでそこでキャッシュカード、クレジットカードが作れます。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社   ユナイテッド航空   

航空券手配方法 
      

※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 セントルイス空港 現地到着時刻 午後 10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Ｕｂｅｒ                 

移動の所要時間 2時間 

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 

平日の午前にセントルイス空港に到着できた場合は無料の大学行きのバスがあるようですがそれ以外の日、時間で到着した場合は自身

で交通手段を探さないといけません。 

空港を出たらどこでもＵｂｅｒ、Ｌｙｆｔが利用できるわけではなく、空港指定の呼び出し場所があるので空港から車を呼び出す前に確認して

おかないと車を逃してしまいます。（車を逃して乗れなかった場合でもキャンセル料が徴収されます。）Ｕｂｅｒの場合の料金はセントルイス

から大学まで 210 ドルほどでした。 

車を捕まえられなった際の保険として事前にＧｒｅｙＨｏｕｎｄという安めのバスを予約しておいたら安心かもしれません。 

大学到着日 8月 15日 0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（     ） 

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 寮内にあるオフィスにて申し込み、契約。 

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？ 

留学アドバイザーの方に渡航前に準備して頂きました。 

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       

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？ オンラインの動画や資料によるガイダンス 

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１６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？ 

明治大学の留学用の保険とは別に南イリノイ大学が準備してしている保険への加入が必須になります(1,100 ドル前後) 

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？ 

コロナウイルス検査(無料)、予防接種(保険を利用して無料)、学生ヘルスセンターにて。 



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？ 

留学先大学の国際事務室の方に協力して頂いたこともあり、銀行口座開設は 1 日で完了しました。 

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？ 

Mint Mobile というネットで契約が簡単にすぐに完結する格安 SIM を契約しました。 利便性と料金からして仕方がないことで

すが迷惑電話の量がすごい場合があります。（自分の場合は電話番号を変更して若干収まりました。） 

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（8月 1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？ 

登録を締め切ってしまった授業でもアカデミックアドバイザーに頼めば割り込みで処理してもらえました。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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？ 

変更、追加でき、結果的に希望通りの授業が取れました。 



 

 

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 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 

8:00 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

9:00 
授業 〃 授業 〃 授業 〃 〃 

10:00 
朝食 オンライン授業 朝食 オンライン授業 朝食 〃 〃 

11:00 
授業 〃 授業 〃 授業 買い物 課題 

12:00 
〃 昼食 〃 昼食 〃 〃 昼食 

13:00 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

14:00 
昼食 課題 昼食 買い物 昼食 〃 課題 

15:00 
〃 インターナショナ

ルコーヒーアワー 

〃 〃 〃 課題 〃 

16:00 
スタジオ（予約状

況による） 

課題 スタジオ（予約

状況による） 

〃 自由時間 〃 自由時間 

17:00 
〃 〃 〃 自由時間 〃 自由時間 〃 

18:00 
自由時間 自由時間 自由時間 〃 〃 〃 〃 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 ジム 

20:00 
自由時間 ジム 自由時間 ジム 自由時間 自由時間 〃 

21:00 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 自由時間 

22:00 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 

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。 

現在のコロナ禍での留学となっていますが、すでに多くの授業が対面授業になってます。 

オンライン授業に関しては、oh-meiji のシステムと同じような形で受講するのでそこまで慣れるのに時間はかかりませんでし

た。 

また、大学、寮内で開催されるイベントも比較的たくさん開催されており十分に楽しめるものになっているかと思われます。 

生活面に関しては明治大学生の多くが使う東京とはかけ離れた環境、いわゆる田舎なので自然環境に恵まれた土地でとて

も新鮮ではありますが、その分買い物や映画館に行くまでの移動に時間はかかります。 

 

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。 

アメリカの大学では単位の上限の理由で 1 学期で日本ほど授業を大量にとれませんし、マックスの量をとろうとしたらそれは

それでかなり大変だと思います。また、交換留学生として移住するには日本の様に飲食店などでアルバイトもできないことも

あり、それなりに自由な時間が得られます。 

上記の様に寮内や大学内でイベントもあるのでそういったものを楽しむのに自由時間を費やすのも全然良いと思いますが、

やはり楽しみ方には個人差があるのでワイワイした雰囲気に馴染むのが苦手であったり興味がない人もいるかと思います。  

そういった人でも南イリノイ大学カーボンデール校（以下 SIU）では楽しめる施設がたくさんあるので全く問題ありません。 

例えば、創作活動が好きな人であれば作業を目的としたスタジオを予約してそこで自分なりに楽しむのもよいです。 

SIU は芸術面にとても力を入れているので日本の一般的な大学にはない設備、例えば立派な３D プリンターであったり、造形

のための場所、卒業生が制作した作品が展示された美術館も全生徒に向けられて用意されています。 

そういった施設は一部有料ですが、とは言え，学生向けでとても安くインストラクターもいるので安心して楽しめます。 

その他にも授業とは関係なく様々な興味深い仕事をしている人、例えば Google でセキュリティ部門で活躍している方や俳

優、アーティストとして活躍している方等が対面でお話に来てくれる機会がたくさんあるのでそういったところに出向いて話を

聞いたり質問したりして個人的なキャリアなどに関する知識を深められることが出来ます。 

車がないとどうしても違う町のイベント等には行けないので，車を持っている知り合いが作れたら便利かと、また、出会いの場

は 2 週間に 1 度のペースで開催されるインターナショナルコーヒーアワーというものがあるのでそういったものを活用していけ

ば良いと思います。 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month11 day7 

Host University Southern Illinois University, Carbondale  

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 year2022 month5 

Department you belong to at 

Meiji University 

School ofInfoComm Major(field of study)InfoComm  /  Graduate school of      

Major      

Year (before departure) Undergraduate: year2／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.  

I found it very useful to prepare information on access around the university (stores, buses, etc.) and a prepaid 

SIM for the U.S. (available on Amazon, etc., and for a limited time only, which can be purchased in Japan in 

advance). I think there is absolutely no harm in practicing your speaking skills at least a little bit, as it is essential 

for your classes and personal life. 

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

Type：J-1 Where to apply：American Embassy Tokyo 

How long did it take to get a VISA：About a week 

after an interview. 

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

your VISA?） 

Cost：$300~$400 

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

documents? 

1. Passport with at least one year of validity remaining. 

2. Online application form DS-160 

3，"DS-2019" form (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Program issued by your host university) 

4、Receipt of SEVIS fee (proof that the SEVIS fee has been paid) 

5、One certified photo 

6、Receipt of payment of the visa application fee and the confirmation page for the interview appointment (receipt 

of payment of the $160 visa application fee) 

7、Documents proving that you are able to pay for your expenses during your stay in the U.S. 

Please report on the details of applying process. 

As for the DS-2019, you will receive it from your host university through Meiji University, and the SEVIS payment 

(4) can be completed online, and you will also receive a proof of payment and a receipt online. You can also 

make an appointment for an interview online, pay the $160 visa application fee, and receive a receipt online. 

However, in my case, the interviewer said I didn't need it and I didn't submit it after all, but if you are worried 



about it, you should prepare it. 

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

You will need to provide the name of the university you will be studying at, the duration of your stay, and your 

fingerprint. 

In my case, it took only a few minutes, and it was not a strict one-on-one interview in a private room, but rather a 

clerical conversation at a window like a bank or post office. 

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

The process of getting an interview is quite tedious and there are many types of visas and money involved in the 

process, so I strongly recommend that you prepare as early and carefully as possible. 

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.)  

As I mentioned earlier, if you don't have an overseas plan with a Japanese carrier, I highly recommend 

purchasing a prepaid SIM. 

If you can't use the map on your phone or contact anyone because you can't use a local carrier, you may feel 

uneasy. 

Also, don't count on using Uber right after you arrive in the country. 

For example, if you install the Uber app in the U.S. and try to use it with a Japanese cash card or credit card, you 

won't be able to use it. On the other hand, if you install the app in Japan and set up your credit card information in 

advance, you should be able to use Uber in the U.S. with your Japanese credit card, but in my case, it didn't work 

after a few weeks. 

So, it is better to get a card made in the U.S. before you can use Uber without any problems. 

There is a bank near the university called Banterra where you can get a cash card and credit card. 



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

Airline United Airline 

How to purchase air 

ticket 

      

※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 STL Arrival time Around 10 PM 

How to get to the campus 

Pick-up of 

host university 

Pick-up of 

your friend 

 Public transportation 

 （ Bus Train）      

taxi  otherUber                 

How long did it take from 

the airport to the 

campus? 

2 hours 

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

transportations. 

If you arrive at the St. Louis airport on a weekday morning, there is a free bus service to the university, but if you arrive at the 

airport on other days or at other times, you will have to find your own transportation. 

Uber and Lyft are not available everywhere when you leave the airport, but there is a designated place to call for a ride. (Even if 

you miss the car and can't get in, you will be charged a cancellation fee.) The cost for Uber was about $210 from St. Louis to the 

university. 

It might be a good idea to book a cheap bus called GreyHound in advance as insurance in case you can't catch a car. 

Arrival date month8date15time0 am 

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（     ） 

How to find the 

accommodation  

Recommendation from host university  by yourself    Other（     ） 

Details of the 

application 

Apply and sign a contract at the office in the dormitory. 

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

to find it? 

My study abroad advisor prepared for me before my trip. 

3. Orientation 

Was there any orientation? Yes  No 

Date       

Was it mandatory to attend? Yes   No 

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



Contents (details) Some documents and videos. 

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month8day16 

 

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? 

In addition to Meiji University's insurance for study abroad students, Southern Illinois University also provides an 

insurance policy (about $1,100). 

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? 

Coronavirus testing (free of charge) and vaccinations (free of charge with insurance) at the Student Health 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? 

With the help of the international office of my host university, I was able to open a bank account in one day. 

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? 

I signed up for a cheap SIM called Mint Mobile, which is easy and quick to sign up online. I've been using this 

service for a while now, and I've found it to be very convenient and affordable. (In my case, it subsided a bit after I 

changed my phone number.)  

 

Ｖ. Course registration and classes  

1. When and how did you register your courses? 

Before departure （approximate date: month8day10） 

    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. 

 Even if the classes were closed for registration, I could ask my academic advisor to interrupt the process for me. 

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

      

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? 

I was able to change or add classes, and as a result, I was able to get the classes I wanted. 

 



 

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

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

7:00 
Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping 

8:00 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

9:00 
Class 〃 Class      〃 Class 〃 〃 

10:00 
Breakfast OnlineClass Breakfast OnlineClass Breakfast 〃 〃 

11:00 
Class 〃 Class 〃 Class Shopping Homework 

12:00 
〃 Lunch 〃 Lunch 〃 〃 Lunch 

13:00 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

14:00 
Lunch      Homework Lunch Shopping Lunch 〃 Homework 

15:00 
〃 International 

Coffee Hour 

〃 〃 〃 Homework 〃 

16:00 
Studios

（ Depends on 

appointment） 

Homework Studios

（ Depends on 

appointment） 

〃 FreeTime 〃 FreeTime 

17:00 
〃 〃 〃 FreeTime 〃 FreeTime 〃 

18:00 
FreeTime FreeTime FreeTime 〃 〃 〃 〃 

19:00 
Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Gym 

20:00 
FreeTime Gym FreeTime Gym FreeTime FreeTime 〃 

21:00 
〃      〃 〃 〃 〃 〃 FreeTime 

22:00 
Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping Sleeping 

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. 

I am currently studying at Corona Perfection, and many of my classes are already face-to-face. 

As for the online classes, it didn't take me that long to get used to them because I took them in the same way as 

the oh-meiji system. 

Also, there are relatively many events held in the university and dormitory, which I think are enjoyable enough. 

In terms of living, the environment is far removed from Tokyo, where most Meiji University students live, and the 

countryside is blessed with a natural environment that is very fresh. 

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

the future. 

In the U.S., you cannot take as many classes in a semester as you can in Japan because of the credit limit, and I 

think that would be quite a challenge if you were to take the maximum amount of classes. Also, as an exchange 

student, you cannot work part-time in restaurants or some place else like you can in Japan, so you will have more 

free time compare to be in Japan. 

As mentioned above, there are events in the dorms and on campus, so I believe it's totally fine to spend your free 

time enjoying these events, but the way you enjoy them varies from person to person, and I'm sure there are 

people who don't like or aren't interested in a lively atmosphere.  

If you are one of those people, there is no problem at all because there are many facilities at Southern Illinois 



University Carbondale (SIU) that you can enjoy. 

For example, if you like creative activities, you can reserve a studio for working and enjoy yourself there. 

SIU is very focused on the arts, so there are facilities that you won't find at most universities in Japan, such as a 

magnificent 3D printer, a place for modeling, and a museum for all students to see works created by graduates. 

Some of these facilities require a fee, but even so, they are very inexpensive for students, and instructors are 

available. 

There are also many opportunities to meet with people who are doing interesting work unrelated to the 

classroom, such as people who work in the security department at Google, actors, artists, etc. You can go to 

these places to listen to their stories, ask questions, and deepen your knowledge of their personal careers. 

If you don't have a car, you won't be able to go to events in different cities, so it would be convenient to make 

acquaintances who have a car. There is also an international coffee hour that is held every two weeks, so it 

would be good to take advantage of that. 

 


