
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 01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 ２０２１年０８月－２０２２年０５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。 

まず留学前に、VISA の申請や履修登録や、寮の登録、支払いをしなければいけないので、それを早めに済ませることをお

勧めします。また、同じ大学に行く学生がいる場合は、連絡を取り合ったり、先輩に連絡先を聞き、わからないことがあれば

聞くことをお勧めします。（連絡先は事務室などに相談したら対応していただけました。） 

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：二週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：$380 

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→明治で受け取る ・DS-160 ビザ申請書→オンライン申請（印刷して面接時に提出） ・パスポート 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

①DS-160 ビザ申請書を作成（オンライン） 

②ビザ申請料金支払い（ビザ申請が初めての場合は、支払いの前に自分のプロファイルをオンラインで作成） 

③面接予約（オンライン） 

④SEVIS 費用の支払い（オンライン） 

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？ 

・何のためにアメリカに行くのか ・日本で何大学に所属しているか 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

申し込みのためのネットでの手続きに時間がかかるので早に始めることをお勧めします。 

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） 

＄への変換は、飛行機に搭乗する空港で行いました。コロナ禍であったこともあり、空港がすいていたので、すぐにできまし

た。携帯電話に関しては、ソフトバンクのアメリカ放題というプランに乗り換えて、アメリカでも日本にいるときのようにどこでも携

帯が使えるようにしました。 



 

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 
JTBの窓口で手配してもらった（そのほうが確実なので） 

※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 １３：３２ 

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 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 

      

大学到着日 ８月１６日１４：２０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（それぞれの部屋があり、トイレなどは共同使用） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地の学生） 

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 housing portalから申し込み 

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？ 

特になかったです 

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 五日間 

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？ 注意事項や、PCR検査、授業の登録の確認など 

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 ０８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？ 

特になかったです。 

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 スキンテストと PCR 検査を、ｷｬﾝﾊﾟｽ内の Health Center で行いました。予約などは現地の大学の留学担当の方が行っ

てくれるので、言われた日に行くのみです。料金は＄３０かかりました。 

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？ 

今のところ，していないです。 

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？ 

日本を出国する前に、ソフトバンクのアメリカ放題というプランに移って、元々の携帯を現地で使用できたので、現地で携帯

電話は購入していないです。 



 

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（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？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

留学生が様々登録しなければいけないポータルがあるので、そこから登録しました。 

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？ 

現地で変更や追加、削除などはできました。希望通りの授業が取れましたが、明治大学と違って、早い者順なので、早めに

登録することをお勧めします。 

 

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 
      ６：００ 起床       ６：００ 起床                   

8:00 
起床 授業 起床 授業 起床             

9:00 
課題 授業 課題 授業 課題 起床 起床 

10:00 
課題   授業 課題 授業 課題             

11:00 
課題 授業 課題 授業 課題             

12:00 
      授業       授業                   

13:00 
授業 課題 授業 課題                   

14:00 
授業 課題 授業 課題 買い物             

15:00 
      課題       課題                   

16:00 
      課題       課題                     

17:00 
                                          

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝             就寝 

24:00 
                        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。 

はじめは授業や課題に追われるため、疲れもたまりやすいですが、生活リズムをつかめば、余裕が出てきます。特に私は、い

つ何の課題をすると決めることで、リズムを保つようにしています。 

学期の初めは、現地の学生が様々なイベントを開催してくれるので、それに参加して、現地の学生と連絡先を交換すること

で、困ったことがあったときに助けてくれるのでお勧めです。また、日本語学科の学生と仲よくなることで、自分たちも日本語

を教えることが出来るし、英語を学ぶ事もできるのでいい場になると思います。Language Table という日本語学科の生徒と

日本人生徒が交流する場があり、そこに参加して仲良くなった人に買い出しに連れて行ってもらったり、大学外でのハロウィ

ンイベントに連れて行ってもらっています。 

生活に関しては、ルームメイトにもよりますが、私の場合は、わからないことがあったら、彼女たちに聞いて、丁寧に対応してく

れるので助かっています。食事などはそれぞれで作るという感じなので、自分の好きな時間に好きなことをすることが出来る

ので、今のところは問題なく生活できています。 

また、他国（ドイツ・フランス）からきている留学生とも、現地到着後の二週間の隔離寮が同じであったこともあり、三か国でフ

ードパーティーをしたりと、楽しく過ごしています。 

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。 

留学ということに漠然と大きな不安を抱えている人もいると思いますし、私もそうでした。それでも、とにかく挑戦してみようとい

う気持ちで応募しました。留学が決まってからもまた大きな不安をずっと抱えていましたが、出発一ヶ月くらい前から、「先輩

たちも留学を成功させて帰ってきているから、自分も何とかなる！」と言い聞かせて過ごしていました。英語力に不安を抱え

ているかもしれないですが、私もそうでしたし、英語力に自信満々で行く人は少ないと思います。なので、自分が学びたいこと

や、留学に挑戦したいという気持ちがあれば、チャレンジしてみてください。特にメンフィス大学は、GPA も TOEFL も平均的な

ので、しっかりと準備ができれば誰でも目指せます。また、メンフィスには様々な人種の人がいるので、日本では経験できな

い学びもたくさんあると思います。もしメンフィス大学への留学が決まった方で、聞きたいことがあるなど、連絡を取りたい方が

いましたら、事務室の方に連絡先を聞いていただければいつでも答えます。自分の行きたい大学を目指して頑張ってくださ

い。 

 

 

 


