
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月      日 

留 学 先 大 学 アーカンソー州立大学 

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）：コミュニケーション，（現地言語での名称）：Communication 

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 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。 

定期的に留学先大学のアドバイザーと zoom面談をしており、その際に質問を自分で用意したものを都度聞く作業を繰り返し

ていました。しかし、肝心な授業登録や寮の手続き、大学到着までの流れが曖昧になっていたまま日本から出国したためい

ざ到着するまでどの瞬間も不安で気が抜けませんでした。自分は完全に準備不足で聞くべきことを聞き忘れてしまったた

め、次に候補生に選ばれた方にはわからないことは全て聞いて解消してから留学に向かうようにしてほしいです。また、日本

人で Internationalのオフィスで働いている方や生徒補佐の先輩などがいるので、積極的にその方たちに話を聞いてください。

きっと快く手助けしてくれると思います。 

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：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：5万円程度 

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？ 

全てオンラインです。大使館のHPからVISA取得のフォームがあるのでそちらを記入して提出する形になります。友人と協力

して書類の記入をしましたが、2 時間程度かかった記憶があるため、留学が決まったら早めに書類の提出だけでも準備して

おくべきかと思います。 

パスポート、留学先から届いた入学許可証、証明写真（所定の大きさ）、ＶＩＳＡ取得時の番号が記載されている所定用紙

（自分で大学サイトから取り寄せる）。親の所得証明書（英文）。VISA面接申し込み時の所定書類のコピー、SEVIS支払い証

明書。覚えている限りはこれらです。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館サイトからＶＩＳＡの取得の欄に行き、個人情報の入力、手順に従って個人情報を入力したらその後申込金の支払い

を済ませ、その後ＳＥＶＩＳの支払いを済ませる（ＳＥＶＩＳの支払い番号など画面に記載されたものは写真に撮るなどして保存

しておくと後で便利）。その後ＶＩＳＡ取得の大使館面接の日時を指定し、登録したら書類一式が持参必須なので全部一応

印刷しておく。 

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？ 

1．目的は何か―留学 

2．お金は誰が払うのか―親 

3．親の仕事は？ 

 の3つしか聞かれず、2分程度で終わりました。友人に聞いたところ人によって質問の内容や適当さが全く違うのでできるだ

け柔軟に英語で対応できるような準備は最低限しておきましょう。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

面接時に持っていく書類が多く、最終的にどの書類が必要でどの書類が不必要かが曖昧になってしまい、結局全てを持っ

ていきましたが、書類の量と初めての一人でのＶＩＳＡ取得で右も左もわからなくなってしまい混乱してしまったことが一番困っ



たことです。 

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） 

現地では現金はほぼ使いません。支払いは基本カードで現金で払うとおつりをくすねられます。カード払いが出来る銀行口

座を２～３個持っておくと安心です。しかし、大学に支払う料金はカードで払うと面倒になるため基本的にはこちらに来た後に

こちらの銀行口座も開設してください。その時に日本の口座を連携して送金が可能なように自分の口座、もしくは親の口座で

大きい額のお金が用意できる口座を一つ用意してください。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ＪＴＢ 

航空券手配方法 
ＪＴＢに委託。基本電話、メールでの手配のやりとり 

※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 メンフィス空港 現地到着時刻 21：00 

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 1時間半 

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 

大学手配のシャトルバスを事前に手配しました。しかしバスは時間にルーズで空港到着から 2時間待たされましたホテル滞在の次の日の

朝もシャトルバスが 3時間来ず、結局電話を何度もした結果大学のボランティアワーカーの方が迎えに来てくれました。そのボランティアワ

ーカーの方とは今でも仲良くさせて頂いているので出会いに感謝ですが、それにしても初日にこのようなことがあったのはさすがにビビりまし

た。シャトルバスの到着予定時間と場所をあらかじめ把握しておいてください。 

大学到着日 8月 16日 9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：8月 16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（風呂トイレ共用のアメリカ人がいたが先月退寮した

ため一人での利用） 

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 大学のポータルサイトからＨｏｕｓｉｎｇという項目にいき、寮と部屋の選択をします。自分の場合コロ

ナの影響で選ぶ部屋の選択肢が限りなく少なかったのですが、寮を選ぶ際は慎重に寮選びをし

てください。選択肢は①North Park Quads②Kays Hall③Arkansas Hall です。①に住む人が一番

無難かと思います。Internationalの生徒が多く、Buildingが 5つ存在しています。最大 4人部屋で

個室あり、風呂トイレ共有のメイトが 1人といった感じです。風呂には浴槽がついてます。共有リビン

グにソファありでこの選択肢の中では一番快適ではあると思います。キッチンは無いです。ただ自

分で圧力鍋や電子レンジを飼って料理はやろうと思えばできます。静かで快適で穏やかな雰囲気

の寮です。アットホーム感を求めるならここをお勧めします。②はアメリカ人が主に多いです。自分

も実際ここに住んでいます。この寮と③の寮は大学内でもワーストに良くない寮と言われています

が、2人部屋を 1人で使っている自分からしたら、なかなか悪くはないです。住めば都と言ったとこ

ろでしょうか。もちろんリビングは無く、メイトとの共有スペースは風呂トイレのみ（風呂はシャワーの

み。最初はきつかったけど徐々に慣れます。）ですが、この寮はエントランスが一つしかなく、11 階

建てのビルディングであるため、人とのかかわりが多いです。アメリカ人は驚くほどフレンドリーなの

でエレベーターで一緒になるだけで話しかけてきます。そこから増える友人関係などがあるため、

僕はこの寮がとても好きです。また、ビリヤードや卓球台、エアホッケーがあるのが良い所で、たま

に知らない人と一緒に遊んで仲良くなったりします。また、11階中の 6階になぜか一つだけキッチ

ンがあるので自分はたまに料理をしてアメリカ人にふるまったりしています。これは①や③ではでき

ないことなのでとても利点かなと思います。③はあまり行ったことがないので良くはわかりませんが、

ビリヤードがあったと思います。基本②と似ており、欠点としては、授業教室やカフェテリアから遠い

ということです。 

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？ 

寮選択の説明資料が当時の自分には不十分で、アドバイザーの返事を待ち続けて寮の登録をしました。基本的に資料だけでは不備があ

ることがあるためアドバイザーとの協力は不可欠です。自分は良くｚｏｏｍミーティングを開いてもらっていました。手法は簡単で、Housing の

フォームに行って寮を選択し、空き部屋に申し込むだけです。お金はついてから支払い期間があるためその期間に払います。面白い点と

して、登録前にアンケートに答えて個人の情報からどのように生活したいか、お酒は飲むか、タバコは吸うか、外国人と住みたいかなど質

問に全員答え、それが部屋登録の際にメイトの情報として確認できるため、部屋が決まって以降のミスマッチが無いような手配が閾値どい

ています。それでも会ってみたら合わなかったという場合は、問い合わせれば部屋や寮自体変えることができるので安心してください。 

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 16 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？ キャンパスツアー、ホールでのインターナショナルの生徒（留学生同士）での交流イベント 

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 24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？ 

特になし、明治指定の大使館在留届の提出のみ（オンライン） 

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？ 

自分の場合、手違いでＭＭＲ（はしか、風疹、おたふく）のワクチンの証明書を持ってきていなかったため、こちらで 2回ワクチ

ンを接種する必要があり、それを接種しました。 

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？ 

口座は開設しました。メインとしては学費を払うためです。こちらのバンクから支払いすると手数料がとられないため、2～3 万

円ほど得できます。自分は大学内にあるＣｅｎｔｉｎｅｎｔｉａｌ ｂａｎｋの口座を開設しました。      

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？ 

していません。出国前に不備があったので出国直前に機種を変えました。ただ携帯の Wi-fi を使うための SIM カードが大学

から送られてきたのですが、アメリカに到着してからではないと SIM カードの契約ができず、そのことを知らされていなかったた

め困惑しました。これを呼んでいる皆さんには、自分が留学する際には必ず詳細をアドバイザーや先輩に確認してほしいで

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（7月末日頃） 

    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（登録したが不備で 4 授

業中 1個のみ登録漏れしていた） 

到着後に（8月 20～23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？  

アドバイザーの指示に従いながらサイト内で登録しました。提出書類不備などがあると履修登録が出来ないようにロックがか

けられるシステムがあり、正直言ってめんどくさいです。基本書類は期日提出を心掛けないと痛い目にあいます。 

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？ 

出来ます。登録、取り消しも自分で可能です。授業が始まって最初の 1 週間はオリエンテーションなのでその期間での履修

の変更も可能です。自分は犯罪学の授業が初期の自分には難しかったため、心理学へ変更しました。全てサイト内での変

更が可能なため、一度履修登録が可能になってしまえばあとは自分の自由に取捨選択が出来ます。     



 

 

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 
起床。カフェテリ

アで朝食 

睡眠 起床。カフェテリ

アで朝食 

睡眠 睡眠 睡眠       

8:00 
oral 

communication 

睡眠 oral 

communication 

睡眠 睡眠 睡眠 起床。身支度 

9:00 
図書館で勉強しな

がら授業待機  

睡眠 図書館で勉強し

ながら授業待

機  

睡眠 睡眠 睡眠 Ｃｈｕｒｃｈ（教会）

  

10:00 
図書館で勉強しな

がら授業待機 

起床、朝食 図書館で勉強し

ながら授業待

機  

起床、朝食 睡眠 起床。身支度 Ｃｈｕｒｃｈ（教会）

  

11:00 
psychology Mass 

communication  

psychology Mass 

communication  

psychology 大学のシャトル

バスで市街地に

買い物へ（日用

品のみ） 

Ｃｈｕｒｃｈ（教会）

  

12:00 
カフェテリアで昼食 カフェテリアで昼

食 

カフェテリアで昼

食 

カフェテリアで昼

食 

カフェテリアで昼

食 

カフェテリアで昼

食 

帰宅 

13:00 
待機 スタバ      スタバ    スタバ    スタバ 自由 カフェテリアで昼

食 

14:00 
composition I 自由 composition I 自由 composition I 自由 自由 

15:00 
帰宅 自由 帰宅 自由 帰宅 自由 自由 

16:00 
図書館とジムの準

備 

図書館とジムの

準備 

図書館とジムの

準備      

図書館とジムの

準備      

図書館とジムの

準備 

自由 自由 

17:00 
ジム ジム ジム ジム ジム 友人と外出 or

大学のスポーツ

チーム観戦 

自由 

18:00 
ジム ジム ジム ジム ジム 友人と外出 or

大学のスポーツ

チーム観戦 

自由 

19:00 
カフェテリアで夕食 カフェテリアで夕

食 

カフェテリアで夕

食 

カフェテリアで夕

食 

カフェテリアで夕

食 

友人と外出 or

大学のスポーツ

チーム観戦 

自由 

20:00 
図書館へ行って勉

強 

図書館へ行って

勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

友人と外出 or

大学のスポーツ

チーム観戦 

自由 

21:00 
図書館へ行って勉

強 

図書館へ行って

勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

近場で夕食 or

自炊 

自由 

22:00 
図書館へ行って勉

強 

図書館へ行って

勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

近場で夕食 or

自炊 

自由 

23:00 
図書館へ行って勉

強 

図書館へ行って

勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

自由時間 自由 

24:00 
図書館へ行って勉

強 

授業に備えて帰

宅、睡眠 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

図書館へ行っ

て勉強 

睡眠 睡眠 



 
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。 

この大学の特徴として、まず日本人が想定の何倍も多いです。総じて 50 人近くいると思います。授業登録や生活の援助に

関してはとても助かりますが、甘えてしまうと留学の本分を見失ってしまうため、自分が人に流されやすく、楽な道に甘えてし

まうと自覚している人には正直おすすめしません。ですが、自分の所感としては、過ごし方次第ではほかのどの大学よりも自

分の成長につながるスキルを身に着けることが出来る大学であると考えています。キャンパス自体も大きくはなく、人が少な

い建物に多く集まる事から、友人はとても作りやすいです。また、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌの生徒がとても多いため、一辺倒の英語で

はなく、アメリカ現地の英語からヨーロッパ地域、アジア圏、アフリカ圏まで多様な種類の違う英語と触れ合うことが出来ま

す。ですが、自分で自分の気持ちや行動を制限し、計画性と実行力、自己管理能力を身に着けてその機会を最大化できる

かどうかは結論自分の意思の強さによるかと思います。自分自身この 2 か月間は悩まされることがとても多く、自己嫌悪に

陥ったこともありますが、その中でも強く自分をもって、自分の目標達成に向けて努力する姿勢というものを久しぶりに思いだ

すことができたと思っています。また、正直内陸のど田舎なのでカリフォルニアやフロリダのような観光地やビーチなどでの生

活と同じような生活は送れないです。しかし、人の温かみや一人一人とのかかわりを優先したいという人にはうってつけの大

学であると自分は思っています。少なくとも自分はこの大学このキャンパスに現状不満はなく、とても楽しく生活できていま

す。 

次に住居について、自分はＫａｙｓ Ｈａｌｌというキャンパス内の寮に住んでいます。この寮は基本低学年（1～2 年）のアメリカ

人が住んでいます。最初は清潔感のないモノトーンな部屋に嫌気がさしていましたが、住み続けてみると、アメリカ人の友人

が増え、住むのが楽しくなってきました。住めば都ということなのでしょうか。もともと風呂トイレを共用しているアメリカ人がいた

のですが、諸事情あり大学を辞めてしまったため現在部屋を一人で利用しています。新たに同居人を探しており、次の学期

から同居人が来ることを期待しています。 

留学生の多くはＮｏｒｔｈ ｐａｒｋ ｑｕａｄｓという寮に住んでいます。ほとんどの日本人もここかキャンパス外のアパートメントに住

んでいます。この寮にはリビングがついており、4 人部屋で 4人での共同生活になります。（個部屋はもちろんあります） 

授業は基本アドバイザーの意見を聞きながら最初の学期は授業登録をしてください。そうすれば外れることはほぼないです。

ですが、ごくまれに人種差別でアジア人や南米人を嫌う教授がいるため、事前にその旨を確認することが必要かもしれませ

ん（自分は大丈夫でしたが、友人で人種差別によって評価を下げられていた生徒がいました）    

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。 

この大学自体は目指すことは難しくないです。田舎の大学でかつ近くに候補地のメンフィス大学があるという条件から、第一

志望にする人は相当変わっていない限りいないと思います。自分自身も第一志望に落ちて、明確な理由がなく、コロナの感

染者数が当時少なかった（田舎で小さいから）というだけで選んだこの大学に候補生として選ばれたこと自体運がよかったと

思っていますし、要は志望区分を高くすればこの大学に来ることは可能です。しかし、この大学に関して難しいのは現地に到

着してからだと思います。正直ほかのどの大学よりも悩みの種は多く、例えを言うと都会に留学している友達に嫉妬したり、人

が優しいからこそ英語が出来ない自分への自己嫌悪に陥ったり、人間関係も時には悩みの種になりました。しかし、逆を取

ればこの状況で自分の理想に向かって努力して成果を出すことが出来れば、それは自分の人生において大きな財産になる

と思います。自分はこの大学に来てから、いつもであれば何もかも挑戦しないまま諦めてしまうところを一歩踏み込んで挑戦

できるようになりました。挑戦に対して奥手であった自分を変えてくれたこの環境には非常に感謝しています。留学で得ること

が出来ることは、英語に関するスキルだけではなく、人間としての自己成長もあると実感しています。どの大学でも同じことで

はありますが、誰よりも悩んで考えて生活するからこそ得ることが出来るものを実際に得たいという人はこの大学を志望して

みてください。自分に力添えできることがあれば何でも言ってください。何でも相談に乗ります。 

 

 



 

Report of the program activities (during the program) 

Date of reporting year2021 month11 day      

Host University Arkansas State University 

Department you belonging to 

at the host university 

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

    ※ Name of the department：Communication 

 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 of Global Japanese Studies Major(field of study)Global Japanese Studies / 

Graduate school of      Major      

Year (before departure) Undergraduate: yearSophomore／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.  

In Internet site of Arkansas State University. My advisor sends me link of list of departures and majors of astate.  

We need to belong to at least one departure. Classes we can take depend on departure what you belong to. But 

we can take any class you want as long as you check it to our advisor and be allowed to take it.  

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

Type：J1 Where to apply：Embassy of the U.S. 

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

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

your VISA?） 

Cost：almost 500 dollars 

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

documents? 

Just online documents. But I've got to bring some paper copies of our documents. 

Please report on the details of applying process. 

      

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

      

Were there any difficulties or notices to take the VISA? 

      

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.)  



 

Ⅲ．After Arrival 

1. Arrival Information 

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       Arrival time       

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? 

      

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

transportations. 

      

Arrival date month     date     time      

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 

      

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

to find it? 

      

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)       

Was there any special guidance 

arranged for exchange students? 

Yes  No 

Date of beginning of the class month     day      

 



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? 

      

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? 

      

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? 

      

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? 

       

 

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?  

      

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? 

      

 



 

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 
                                          

10:00 
                                          

11:00 
                                          

12:00 
                                          

13:00 
                                          

14:00 
                                          

15:00 
                                          

16:00 
                                          

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. 

      

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

the future. 

      

 


