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２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 28日 

留 学 先 大 学 ミズーリ州立大学 

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 2011年8月－2012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。 

ミズーリ州については、観光ガイドもウェブの情報もほとんど集まりませんでした。また私は留学経験者の先輩の話をあま

り聞くことができなかったので、積極的に事務室に問い合わせるなど、ミズーリに留学中の先輩に連絡をとればよかったな

ぁ、と思います。もし先輩の帰国前に連絡が取れていたら、現地に残してもらえたものもあったかもしれないですし。私で

よければいつでも力になるので、出発前に留学経験者を頼るべきです。 

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：在日アメリカ大使館 
ビザ取得所要日数：３週間程度（？） 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：１４０ドル＋SEVIS管理費１８０ドル 

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？ 

web で事前に申請、SEVIS 支払い証明書、日本での過去３年間の成績証明書、財政証明書、留学先大学の入学許可証、

DS-2019,VISA用の顔写真、指定の封筒、パスポート、クリアファイル等。私はビザの申請の仕方を以前は全く知らなかった

のですが、フルブライトのウェブサイトに丁寧な解説が載っているので、その手順に従って進めていったら、問題なくビザ

を取得できました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

ウェブで事前に必要事項を記入し、申請。また、ａｔｍでビザ申請費を、ウェブで SEVIS 費用も支払う。次に、ウェブで大

使館での面接の予約を取る。面接を受け、ビザが郵便で届くのを待つ。 

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？ 

渡米目的、渡米期間、留学先大学名、など基本情報です。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

夏場は大使館の予約が込み合います。なので、書類に不備があったときのことも考えて、早めに予約を取ることをおすすめ

します。また、大使館での面接の前には、混み合っている場合は長時間屋外で待つことになります。飲み物など暑さに備え

ていくと安心です。ビザ申請は非常に面倒ですが、ひとつひとつ頑張ってください。 

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） 

携帯は現地で簡単に買えます。荷物は自分でスーツケースで持っていったもの以外は現地調達またはネット購入しました。

大抵のものは現地で買えます。アメリカの場合は現地で買ったほうが安いものも多いです。資金はグローバルキャッシュ（日

本でカードに入金すると、海外でお金をおろせる）を準備していきました。 
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Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 アメリカン航空 

航空券手配方法 
和泉校舎リエゾンデスク 

※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 スプリングフィールド空港 現地到着時刻 １８時ごろ 

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 飛行機１５時間程度、スプリングフィールド空港からキャンパスまで車で２０分程度 

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 

学校の study away office に事前にお願いすれば迎えにきてくれます。 

大学到着日 ８月１８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（３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 大学のｗｅｂサイトから自分で寮やルームメイトの希望を入力し、申し込み。 

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？ 

渡航前に問題なくすぐに決まりました。ただ、ｗｅｂ申し込みのやり方が少し分かりにくかったです。 

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月１９日 

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？ 大学の基本情報、学習の上での基本知識、寮に住む上での注意点、キャンパスツアー、施設の利用方

法等。 

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２１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？ 

在米日本大使館に届けを出す必要があります。ｗｅｂから無料で簡単に申請できます。 

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？ 

TBテストという健康診断が必要です。キャンパス内の診療所で、保険を使って受けられます。 

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？ 

口座は作っていません。 
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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？ 

現在使用している物は、Vergin mobileのプリペイド携帯です。本体が１０ドル程度（割引でした）、３０日間３０ドルで、

通話が１５００分、テキスト（ショートメールのようなもの）が１５００通です。必要書類は特になく、普通のスーパーの

ようなところでも買え、すぐに使えるようになります。こちらでは通話やテキストを受信した際にも料金が発生するので要

注意です。渡米直後は携帯事情に詳しくなく、あまり安くないものを買ってしまったので、途中で現在のものに変えました。 

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１０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２１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？  

通常通りにオンラインや study away office にお願いして登録しました。ただし、留学生はクラスを受ける条件（事前に取

得していないといけない単位など）を免除してくれる場合も多いです。 

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？ 

現地で追加登録できました。ほぼ希望通りの授業です。ただ、人気の時間帯は席がいっぱいでした。 

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
５科目１５単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ ４科目／週（１０時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：２０１１年８月から２０１１年１２月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ ECO165 Principles of Microeconomics / Julie H Gallaway 50X3 3 

学生はひとクラス３０名程度。私は明治大学で既に学んだ科目だったので内容は理解できたが、もし全く初めての科目だっ

たら、相当難しく感じたと思う。基本は先生の講義。セメスターで３回定期テストがあり、ほぼ毎週課題がでる。期末テス

ト前に良い成績がとれていたら、期末テストは受ける必要はない。辞書は持ち込み不可。 

２ ENG110 Writing I / El Hassan Garass 50x3 3 

セメスターで４つ大きなプロジェクトがあり、それぞれ１０００語程度のエッセイを書く。ひとクラス１５名程度。クラス

メイトは全員留学生だったので、みんな仲良くなり和気あいあいとした雰囲気だった。また、レポートの書き方を学べるの

で、とっておくことをおすすめする。自分で書いた原稿は、先生に提出する前に大学のライティングセンターに持参し、推

敲してもらった。 

３ ECO155 Principles of Macroeconomics / Scott E Bloom 50x3 3 

学生はひとクラス３０名程度。ほぼ毎週小テストがあり、１ヶ月に１回程度テストがある。テストはほとんど選択形式で、

たまに書き込み式の計算問題が出る。辞書の使用を許可してもらった。 
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４ GBL250 Global Studies and Globalization  Joseph J Hughes 75x2 3 

ひとクラス３０名程度。前半は先生の講義。後半は学生４名程度の各グループごとに別れて、生徒主体の授業を行なってい

く。７つのグループがそれぞれのテーマについて、２コマ分の授業を取り仕切る。１班２コマ（１週間）で７週間続く。各

グループはプレゼンテーションをしたり、理解を深めるゲームをしたり、ビデオを流したり、グループごとに自由な発表を

行う。 

５ PLS101 American Democracy and Citizenship  Patric G 

Scott 

オンラインコース ３ 

オンライコースで、インターネットから講義のビデオをダウンロードして、各自で学習を進めていく。普段は出席する必要

はなく、最初のガイダンス、セメスターに５回あるテストの時だけ出席すればよい。ビデオだけだと理解が難しいところも

たくさんあったので、オフィスアワーの時間に教授を訪ねて質問していた。 

 

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 
                                          

8:00 
授業       授業                         

9:00 
                                          

10:00 
                              テニス 朝食兼昼食 

11:00 
      授業       授業                   

12:00 
授業終了 授業終了 授業終了 授業終了       昼食 自習 

13:00 
ランチ ランチ ランチ ランチ                   

14:00 
                                          

15:00 
自習 自習 自習 自習       自由       

16:00 
                                          

17:00 
自由時間 ミーティング                         夕食 

18:00 
ディナー ディナー ディナー ディナー       夕食       

19:00 
テニス 自習 自習 自習             自習 

20:00 
 または または または             または 

21:00 
      自由時間 自由時間 自由時間             自由時間 

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
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。 

ルームシェアは慣れるまで大変でした。私のルームメイトはフランス人とスペイン人でしたが、お互い生活も考え方も違い、

プライベートな空間が全くないことに、はじめは少し戸惑いました。しかし、慣れてみれば友達と一緒に住むのはとても楽

しいものです。困ったときは助けあいながら、楽しく暮らしています。また上のタイムスケジュールですが、土日は特に予

定は決まっておらず、友達と買い物へ行ったり、ホストファミリーとご飯をたべたり、宿題をしたり、様々なことをして過

ごしています。 

 


