
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 4月 6日 

留 学 先 大 学 ネブラスカ大学オハマ校 

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 2022年1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。 

報告書で主に情報を集めました。留学準備はかなり大変です。両大学がくれる手続きのアウトラインに従って早め早めに準

備しましょう。     

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：米国大使館 

ビザ取得所要日数：約 1 ヶ月      

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：160$ 

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？ 

・オンライン申請書 ネットで作成 

・パスポート 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

米国ビザ申請ページでビザ申請に必要な情報を入力、印刷の後他の必要書類とともに指定された場所へ輸送      

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？ 

     なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

米国大使館のページで申請できます。個人情報の入力に手間がかかるので早めに準備しましょう。      

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） 

現地で使う SIM カードについて考えておいてください。現地についてすぐに買うことは難しいと思います。少なくとも初めの１ヶ

月分は日本で使い捨てのものを購入することをお勧めします。 

準備開始が早ければ早いほどよいと思います。渡航手続き、コロナ対応、履修登録、現地生活にいるものなど考えるものは

山ほどあると思います。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
JALホームページ 

※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 エイプリーエアフィールド 現地到着時刻 20時 

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 １０-15 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 

      

大学到着日 1月 18日 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（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（現地アメリカ人） 

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 大学のホームページまたは Oh-o! Meijiのようなサイト（Mav LINK）より 

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？ 

渡航前にすぐ見つかりました。 

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 オンライン      

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？ 現地の生活や今後の流れなど      

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 1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？ 

在留届 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？ 

コロナの検査、血液検査 両方無料でキャンパス内のジムで受けました。電話での予約が必要です。 

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？ 

開設しました。オリエンテーションの一環で行われます。   

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？ 

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（12月 15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？  

MavLINK より登録。ほとんど明治大学のものと同じですが早い者勝ちです。 

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？ 

期間ないであれば変更、追加は可能です。 取れましたが、English Composition というライティングの授業は事前に実力チ

ェックテストをオンラインで受けたのちに自動的に割り振られます。    

 

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 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
起床       起床       起床       教会      

10:00 
授業      起床       起床             教会 

11:00 
授業       授業       授業 起床       

12:00 
授業 課題・自習     授業       授業             

13:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

14:00 
      授業       授業       自由      課題・自習 

15:00 
課題・自習      授業 課題・自習  授業 課題・自習  自由      課題・自習 

16:00 
課題・自習      授業 課題・自習  授業 課題・自習  自由      課題・自習 

17:00 
課題・自習      授業 課題・自習  授業 課題・自習  自由      課題・自習 

18:00 
夕食・娯楽 夕食・娯楽 夕食・娯楽 夕食・娯楽 グローバルフレ

ンズ 

自由            

19:00 
夕食・娯楽 夕食・娯楽 PC3 夕食・娯楽 グローバルフレ

ンズ 

自由      課題・自習 

20:00 
 サッカー  課題・自習     PC3  課題・自習  グローバルフレ

ンズ 

自由      課題・自習 

21:00 
サッカー  課題・自習       課題・自習  グローバルフレ

ンズ 

自由      課題・自習 

22:00 
サッカー                風呂 自由 夕食・風呂 

23:00 
夕食・風呂       夕食・風呂             自由       

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。 

・大学について ：アメリカの大学なので当たり前ですがアメリカ人が多いです。4年かよう日本人も 20人ほ度います。図書館

やジムは特に立派です。 

・プログラム：授業料に関してかなり混乱すると思います。この大学では１授業ごとで購入します。単位を取れば取るほど払う

お金が増えていくわけです。交換留学の場合は授業料をはらわなくてよいですが大学の自身のアカウントには長い間請求額

として表示されます。（受講する授業が確定して双方の大学が認める必要があるので時間がかかるのだと思います）焦らず

明治大学が払ってくれるのを待ちましょう。 

・授業：今後どのようになっていくかわかりませんがオンラインの授業もあって取ることができます。現地日本人の人は楽なた

めとっている人が多いです。しかし、私たちに与えられている期間は少ないです。積極的に対面授業を取ることをオススメし

ます。Public Speaking funds という授業は少人数クラスで現地人に向かってプレゼンをするのでかなり緊張しますが成長で

きると思います。 

・課題：私のスケジュールを見てもらうとわかるのですがほとんど課題に時間を割いています。授業内容、集中力、語学力に

依存すると思います。海外経験なし、一応国際日本学部生として 2年英語の勉強をしてきて このくらいです。私の体感だと

日本の大学の 3 倍は大変だと思いました。 

・宿舎：私は University Village というキャンパス内の寮に住んでいます。各自一人部屋があり 4人でキッチンなどを共用しま

す。事前に名前とメールアドレスが送られてきます。初めは一人の日本人と同じ部屋に割り振られましたが交渉した結果日

本人のいない部屋に移してもらえました。オマハは田舎です。バスはありますが割とスーパーに行くのが面倒なので車を持つ

友達ができるとかなり良いです。ルームメイトが車を持っていたら交渉次第で連れて行ってもらえます。私は現地日本人に頼

む方が様々な面で楽だと思います。 

・生活全般：私は好奇心を持って様々な活動に参加しています。その中でもグローバルフレンズは最高です。これのおかげ

で私が留学を楽しめていると言っても過言ではないと思っています。基本的には毎週金曜日開催で現地の主催してくれてい

る家に集まります。名前通り本当に様々な国の人が集まって軽いパーティーが催されます。おしゃべり、食事、ゲーム、ディ

スカッションのような構成になっています。割とコミュ力が求められますが何度も行けば慣れていけますし英語をアウトプットす

るかなり良い機会になります。そこでたくさん友達を作って人脈を広げることもできます。日本人もいるので勇気を持って飛び

込んでみるのを強くオススメします。 

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。 

この大学は都会には位置していません。不便を感じることも多々あるでしょう。しかしそのような環境に置かれてこそそれをど

のように解決するか自分で考え行動しやすいとも言えます。ある程度なれたら前途のグローバルフレンズなどのイベント、授

業などを通して自発的な成長も見込めます。どの留学先大学を志望するにしても自分の持つ軸を明確にしましょう。友達を

作りたい、現地で遊びたい、専門的に学びたい、など様々あり私はどんなものでも良いと考えます。辛くなったときや日本語に

甘えてしまった時などにこれらの軸が一歩踏み出す活力になるからです。      

 


