
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 9月 25日 

留 学 先 大 学 サザンイリノイ大学カーボンデール校 

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）：文学部，（現地言語での名称）：Liberal arts 

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 2017年8月－2018年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部地域行政学科     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。 

明治大学からサザンイリノイ大学への留学を許可された後から調べ始めた。ホームページをいっぱい読んだ。準備不足だと

感じたことは、日本製の文房具を買いだめしとけばよかったことなどで、あまり感じていない。 

 

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：アメリカ国籍所持 

 

申請先：アメリカ大使館 

ビザ取得所要日数：０日 

（申請してから何日／週間要したか） 

 

ビザ取得費用： $135     

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？ 

出生届 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

わからなかい 

 

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？ 

      

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

 

 

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） 

住む場所に対し申請する。予防接種を受ける。保険に入る。 

 

 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ユナイテッド 

航空券手配方法 
ユナイテッドのホームページから  

 

大学最寄空港名 
セントルイス空港 

 
現地到着時刻 3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  その他父が車を

運転した                 

移動の所要時間 
3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 

Google map を確認する。 

 

大学到着日 
8月 14 日 6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（いない） 

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 

 

SIUホームページから応募する 

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？ 

すぐ見つかった。トラブルはない。 

 

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 8/14 

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？ 留学生だけのオリエンテーションで、他の生徒たちは予防接種の有無や、ビザなどについて聞か

れていたが、私はアメリカ国籍を持っているため、そこまで忙しくなかった。ボランティアの方から

siuの施設などについて話を聞いた。 

 

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 22 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？ 

アメリカに入国してから、siuから corrective serviceに入っているかの確認が来た。私は 18歳以上の男子は軍隊に登録し

なければならない法律があることを知らなかったため焦った。パソコンで corrective service のホームページへ行き個人情

報を入力する。そして加入したことを siuに報告した、20 分かからない。無料。焦った。 

 

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？ 

履修修正（パソコンで無料。Suluki.net を開き、class drop から履修修正を行う。数分もかからない。トラブルなし）銀行口

座開設&デビットカード入手（8/16 @first mid Illinois bank 無料 一時間かからない。住所とパスポートを店員に見せる。 

トラブルなし）sim カード購入(8/17 @ at&t store お店の人に sim カードが欲しいと言う。あとはお店の人がやってくれる。 

デビットカードと IDが必要月々40 ドルで６ギガ使える。 

 

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？ 

開設した。@first mid Illinois bank 無料 開設してからデビットカードを受け取るまで１日待たなければならない。 

住所とパスポートを店員に見せる。トラブルなし 口座にいくらかお金を入れなければ開設できない。 

 

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？ 

@ at&t store お店の人に sim カードが欲しいと言う。あとはお店の人がやってくれる。 デビットカードと IDが必要。 

月々40 ドルでパケは 6ギガ。トラブルなし。 

 

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（6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？  

Suluki.netで oh meijiのようなやり方で 

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、追加可能。希望通りの授業が取れた。 



 

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 
起床  起床       起床             

8:00 
ご飯       ご飯       ご飯             

9:00 
授 業 English 

Comp. I for ESL 

      授 業 English 

Comp. I for ESL 

      授 業 English 

Comp. I for ESL 

            

10:00 
授 業 Econ of 

Comtemp Social 

Issues 

 

だいたいこの辺り

で起床 

Econ of 

Comtemp 

Social Issues 

この辺りで起床 Econ of 

Comtemp 

Social Issues 

            

11:00 
授業 Politics of 

US Diversity 

 

ご飯 Politics of US 

Diversity 

ご飯 Politics of US 

Diversity 

            

12:00 
ご飯 運動 ご飯 運動 Film History & 

Analysis 

            

13:00 
運動 休憩 勉強 運動 勉強 ご飯             

14:00 
運動 休憩 授業 

Film History & 

Analysis 

休憩 Film History & 

Analysis 

運動             

15:00 
勉強 運動 勉強 Film History & 

Analysis 

休憩             

16:00 
勉強 勉強 勉強 Film History & 

Analysis 

勉強             

17:00 
勉強 勉強 勉強 Film History & 

Analysis 

勉強             

18:00 
色々 勉強 色々 休憩 ご飯             

19:00 
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 色々             

20:00 
勉強 勉強 勉強      勉強 色々             

21:00 
勉強 色々 勉強 勉強 色々             

22:00 
色々 色々 色々 勉強 色々 色々       

23:00 
おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ  

おやすみ 

おやすみ 

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。 

一人暮らし楽。トイレ綺麗。シャワー慣れた。英語かなり上手くなった。先生が授業中何を言ってるかわかるようになった。 

本を読むスピードがかなり上がった。ご飯が美味しい。和泉キャンパスのご飯の３〜4 倍は美味しい。Wifi 早いが fps などの同

期が激しいゲームはできない。カーボンデールの人みんな親切。生徒がダサい。服がダサい。 

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。 

東京にいるうちにいっぱい楽しんでください。こっちは運動と勉強以外やることがあまりない。 


