
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 3日 

留 学 先 大 学 ネバダ大学リノ校 

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－2021年12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3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。 

ネバダ大学の報告書が一年分しかなかったため、他の大学の報告（法政とか）も読んで参考にした。ビザの取得に難航し

た。申し込んで予約を取れる日が一ヶ月先で、さらにそこから 1 週間かかる。ds2019 の情報が必要で、私はその書類が手

元に届くまで待ってしまったが、ビザの申し込みに必要な情報部分は協定校からのメールに書かれていて、待つ必要がなか

った。 

今年だけかもしれないがワクチン接種を 2 回とコロナワクチン接種 2 回が必要で、さらにコロナワクチンは他のワクチンと 2 週

間間隔を空ける必要があったので、余裕を持って計画的にスケジュール調整することをおすすめします。      

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：１週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

ds160、パスポート、規定の形の顔写真、予約書、ds2019,SEVIS費用支払い書、銀行残高証明書、など 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンラインフォームで申し込んだあと、SEVIS費用支払い、面接予約、面接を受けてビザがとどく 

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？ 

 留学の理由      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ds１６０の記入時に、推薦として、親族以外２人の氏名、住所が必要。私は大学の事務所とゼミの教授に頼んだ。 

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） 

現金は持って来たが、銀行のキャッシュカードによっては大学内で us ドルを引き出せる、 

私は三井住友銀行口座から引き出せた 

simは学校から送られて来た mint mobile を使った、それほど不便もなく安いので重宝している 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 united airlines 

航空券手配方法 
サイトから 

※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 
リノタホ国際空港 現地到着時刻 午後２時ごろの予定だったが２時間暗遅れ

た 

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       

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 13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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地学生） 

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 大学のポータルサイトから申込      

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？ 

私ではないが、コロナ対策で情報が錯綜し、要件を満たしているにもかかわらず、隔離されるトラブルがあった 

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 １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？ オンラインで大学紹介 

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？ 

ない 

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？ 

到着後コロナテストを大学内施設で受ける必要があった、無料ですぐ終わる。基本休日は全てのサービスが止まるので、そ

のあたりに到着すると情報も何もなく月曜日を待つことになりました。 

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？ 

していない 

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？ 

していない 



 

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（     ） 

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？  

アドバイザーとメールでやり取りをしてその後、myNevada で履修を登録する 

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？ 

できる、最初の一週間程度は変更、キャンセルが可能。今年は開講されないもの、定員に達してしまった授業もあった      

 

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 
      ご飯       ご飯                   

8:00 
      sociology       sociology                   

9:00 
english sociology english sociology english             

10:00 
ご飯  women studies    ご飯 women studies                   

11:00 
      women studies       women studies                   

12:00 
      intersectional 

analysis 

      intersectional 

analysis 

                  

13:00 
                                          

14:00 
課題                                     

15:00 
 課題      課題 課題 部屋の掃除とか

      

                  

16:00 
課題 課題 課題                         

17:00 
課題 課題 課題                         

18:00 
      課題 課題                         

19:00 
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯       ご飯 

20:00 
                                          

21:00 
      課題 課題                         

22:00 
                                          

23:00 
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。 

とにかく出発前までが忙しかった。ただでさえ手続きが多いがコロナ禍で渡航が 2 ヶ月前くらいに決まったため，さらに忙しか

った。この書類がこの期日までに届いたら次の手続き、届かなかったら別の手続き、みたいな感じのフローチャート式で管理

すると分かりやすい気がする。 

 

最初大学に着くとなんの情報もなく寮に入れられたので食事の確保に苦労した。den の近くの外で配っていたご飯は食べて

よかったらしい。 

 

教科書は買うかレンタルです。値段がものすごく高いので大学外で借りることをおすすめします。授業によっては単語の定義

がテストに出るのでワード検索ができるデジタル版は重宝している。 

寮は最初 2人部屋だったが、後から 1人部屋の募集がかかったので移動した。申込時に gender inclusive house みたいな

のがある。 

 

夏は暑く冬は寒い。10 月上旬には雪が降ったので冬着を持ってきていてよかった。寮によっては冷房が無いらしいが、私の

寮の LLC にはあったのでそれほど困らなかった。      

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。 

私はホームシックが酷かったので、人によるとは思いますが、無理せず自分の体調とメンタル管理が大切だと感じました。息

抜きに外に出たり、美味しいもの食べたり、友人と通話したりして、留学生活、是非楽しんでください！ シティバスは学生証

見せると無料です、あとカルフォルニアロールが美味しかったので是非食べてみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


