
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 11月 6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）：コンピューターサイエンス，（現地言語での名称）：

Computer Science  

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 2022年8月－2023年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 理工学部 情報科学科 

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

インターネットや留学報告書を読んでできる限りの情報は集めました。また大学側とオンラインでの説明会

やメールでのやりとりで質問等はできる環境でした。また現地にいる日本人の方の連絡先を教えていただけ

るので何かあれば聞いてみるといいと思います。履修登録や入寮日については曖昧だったので準備不足だっ

たなと思います。飛行機もおそらく乗り継ぎになると思いますが乗り換えのルートを知っておくとスムーズ

にいくと思います。大学から 1 人だけと相談する相手がいなく不安なことが多くあると思いますが、人に助

けを求める勇気があれば意外となんとかなることも多いです。 

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：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(SEIVIS 含めて) 

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？ 

大使館のホームページの指示に従って手続きを進めていきました。フォームの記載は長いので時間に余裕を

持ってやることをお勧めします。インターネットや YouTube に記入方法が掲載されているのでそれを参考に

して行いました。書類は DS2019,SEVIS,パスポート、証明写真等だったと思います。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

大使館のホームページでフォームを記載した後に面接の日付時間等の予約をしました。 

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？ 

学生かという確認と通っている大学名の質問のみでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

指示に従って動けば特に困ることはなかったと思います。VISA ではなく DS2019 についてですが私の場合留

学期間の記載が間違っていたので新しいものを大学側に送ってもらいました。大事な書類は間違っていない

か確認するのが大事だと思います。 

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） 

現地に来てから現地で口座等を開いていた方が多少安く支払えるはずですが私は開設していないのでよくわ

からないです。同じく現地で自分のポストを持つことができるので荷物はそこに届けてもらうことが出来ま

す。大学側から SIM カードが送られてきていたのですが使い方がよく分からず到着してから 2，3 日は Wi-fi

だけで過ごしていました。今は MintMobile と契約して使っていますが基本寮の中や学校の建物は Wi-fi がある

ので使う機会はそこまで多くないと思います。  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL・AmericanAirline 

航空券手配方法 
JAL 公式サイト 

※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 メンフィス国際空港 現地到着時刻 お昼 12 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 1 時間３０分 

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 

大学のシャトルが迎えに来てくれるので困ったことはありませんでした。ただ次の日にホテルから大学に移

動するバスは全く時間通りに来ず、すれ違ってしまいホテルのオーナーの方に直接大学まで送っていただき

ました。 

大学到着日 8 月 15 日 8 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：翌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（バストイレ共有のアメリカ人のルー

ムメイト（スイートメイト）はいたが、2 人部屋を 1 人で使っていた。） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（     ） 

住居の申し込み手順 専用の Housing ポータルサイトで寮と部屋の選択を行いました。基本的に多くの

international 生徒は North Park Quads に住んでいます。ここを選ぶのが無難だと思いま

す。その他の選択肢として KHall, UHall, CP のどこかに住むことになると思います。Hall

のつく寮は基本的に同じつくりで１番安いものの１番良くない寮とされています。私

の住んでいる University Hall は 1 年生の女子寮で 9 割近く現地の生徒です。同じ部屋に

ベッドが２つありますが 1 人しか埋まっていない場合の方が多いような気がします。

そのため部屋は広く使えます。私は隣のバストイレを共有している人と仲良くなれま

せんでしたが特に問題なく過ごせています。現地の生徒でも隣の部屋の人と仲良さそ

うなところをあまり私のフロアで見かけないのでそういうものなのかと思っていま

す。ただ音の貫通力が高く音楽が聞こえてくることがしばしばあります。初めに選ん

だ部屋で問題があれば Housing に理由を言い部屋が空いていれば好きなところに移れ

ます。私自身は引っ越すのが面倒くさいなと思いこのまま U Hall で過ごそうと思って

います。U Hall の良いところはかなり便利なところに建っているというのと laundry が

寮の中にあるので外に出る必要がないというところだと思います。また努力次第では

アメリカ人の友達も作れると思います。 

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？ 

特になかったです。ただトルネード警報というものがありそれが鳴っている時は 1 階に移動する必要があり

ます。また、火災報知器が鳴っている時は寮の外に出る必要があり初めは驚くと思いますがあまり慌てず避難

することをお勧めします。火災報知器は部屋で煙のでることをすると鳴ってしまうので本当に火災でなくて

も鳴ります。 

  



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 15 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？ 留学生全員が集合してホールで諸注意などを聞きました。 

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？ 

大使館への在留届。 

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？ 

証明書を持っていけば予防接種はパスできましたが何も持って行かなかったので全て受けました。10 分くら

いで終わったと思います。227 ドルでした。 

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？ 

開設していません。 

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？ 

購入していません。 

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（     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（志願書類は

International Office に提出するが何の手続きも進んでいなかったと思います。） 

到着後に（8 月 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？  

最初の学期は現地の生徒より登録が遅くなることが多いと思います。制限がかかっているのでそれを解除し

なければ登録できない仕組みになっていました。サイトで登録できるものがほとんどだと思います。Computer 

Science, Engineering, Math 等を専攻したい場合は感想を読んでいただけると幸いです。 

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？ 

出発よりも前に International Office に履修登録の紙を PDF で提出するがこの過程はあまり意味がないように感

じました。結局、現地に到着してから履修登録を行いました。Computer Science の授業については制限が厳

しいのと大変な授業が多いことからあまり思うように取れなかったです。授業の変更や追加は枠が埋まって

いない限り行うことが出来ます。   



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       起床       起床             

8:00 
Applied 
Statistics  

起床 Applied 
Statistics 

起床 Applied 
Statistics 

            

9:00 
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食             

10:00 
      Introduction 

To Computers 
             朝食 朝食 

11:00 
      Discrete 

Structures 
      Discrete 

Structures 
             

12:00 
      Discrete 

Structures 
      Discrete 

Structures 
                  

13:00 
Structured 
Programming 

      Structured 
Programming 

 Structured 
Programming 

買い物       

14:00 
                         買い物       

15:00 
                  Structured 

Programming 
      買い物       

16:00 
   Structured 

Programming 
                  

17:00 
夕食 夕食 夕食 Structured 

Programming 
夕食 夕食 夕食 

18:00 
   夕食              

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。 

履修登録について： 

 Engineering & Computer Science, Mathematics に該当するクラスを取るには Engineering & Computer Science

の担当のアドバイザーに取りたい科目を伝えアドバイザーが教授にメール等を送って教授からの許可が下り

ないと履修できないものがあるようでした。英文成績証明書は秋学期のものも持っていた方がスムーズに進

むと思います。私の場合授業開始日までに許可はおりていませんでしたが、とりあえず出席だけしました。

Math の授業は直接オフィスに行き許可をしてもらいました。とりあえず困ったらオフィスに行くと助けてく

れます。数学系の授業は日本よりだいぶ遅れたところから始まるので 1 つ前の学期のシラバス等を見て内容

を確認したほうがいいと思います。アドバイザーとの面談をしないと履修できないようになっていますがｅ

ｘｃｈａｎｇｅであればアドバイザーの勧める授業は無視して好きな授業を取ることができるので取りたい

授業を取ることをお勧めします。 

International Office について： 

 基本的にとても親切ですが待ってくれと言われることがたまにあるので具体的な日付を言われずに一定期

間たったらもう 1 回確認しに行った方がいいです。  

授業について： 

 今のところとても難しいと感じるような授業はないです。授業にもよると思いますがプログラミングや数

学などは多少英語が分からなくても数式やコードを見れば理解できることがあるので諦めずに授業を聞き続

けるといいと思います。ただ日本の大学とは違い頻繁に小テストがあるので授業はきちんと出席し続けるこ

とが重要だと思います。 

大学について： 

 おそらくかなり日本人の現地学生が多いのではないのかなと思います。日本語を一切喋りたくないのであ

ればお勧めできる大学ではないと思います。 

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。 

 不安を抱えながらも踏み出せた 1 歩は自分にとって大きな自信になると思います。皆さんの留学生活が実

りあるものとなることを祈っています。  

 


