
協定留学近況報告書 

記 入 日 2018年 11月 ７日 

留 学 先 大 学 ネブラスカ大学 オマハ校 

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 2018年 8月－ 2019年 5月 

明 治 大 学 で の 所 属 政治経済学部政治学科     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。 

 実際に留学を経験した先輩方や、国際教育事務室の方、所属事務室の留学担当者の方に相談しました。また、留学報

告書などから留学に関する情報を集めました。 

 日常会話での単語やフレーズ、イディオムなど知らないものばかりで苦戦しています。アカデミックなものに限らず、カジュア

ルな場面で使う英語も勉強すると良いと思います。また、アメリカでの州の位置や歴史など、大まかで良いので、事前にアメ

リカに関する基本的な知識をつけることをお勧めします。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：J-1 ビザ  申請先：アメリカ大使館  

ビザ取得所要日数：1 週間程度  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：180 ドル  

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？ 

Acceptance Letter, DS-2019, I-901, 顔写真, パスポート, SEVIS 料金の支払いの証明書など 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

最初にオンラインにて申請し、申請後、大使館の予約をとり、面接をしました。 

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？ 

 ほとんど何も聞かれませんでした。面接といっても、銀行のような窓口で大使館の方と一対一で話をする形だったのです

が、商用ビザの申請と思われる方々が、長時間多岐に渡る質問をされているのを見て緊張していました。しかし、面接では

「留学先で何の勉強をしますか？」というたった一つの質問しかされず（大学名等も何も聞かれず）、ほぼ書類を提出するの

みで、面接は５分もかからずすぐに終了しました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

 オンラインフォームの申請事項が非常に多く、時間がかかりました。詳細な日付を含む直近のアメリカ渡航歴などを問われ

るものがあり、昔のパスポート等を探し、入力した記憶があります。 

 面接当日の深夜に、書類などの持ち物の確認をしていた際に、面接 3 日前までに払わなくてはならない料金（SEVIS 料

金）を払い忘れていたことに気づきました。その頃、大学の寮の申し込みなど、留学関連の支払いを同時に複数オンライン

決済していたため、ビザの料金も既に支払ったと勘違いしていました。気付いた直後に慌ててオンラインにて支払いました。

面接の際、支払いの遅れに関して何も触れられることはなく、問題なくスムーズにビザは取得出来たものの、料金の支払い

という重要な事項を期日までに完了出来なかったことは、留学準備の段階での反省すべき点の一つです。 

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） 

複数クレジットカードを持っておくと安心です。また、現地で SIM を入れて携帯を使いたい場合、日本で SIM ロックを解除して

おく、または SIM フリーの携帯を購入するなど、準備しておくと良いと思います。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 シンガポール航空、アメリカン航空 

航空券手配方法 
      

※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 エプリーエアフィールド空港 現地到着時刻 16 時頃 

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 

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 １７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（個室が４部屋、キッチンは４人で共有、トイ

レ、シャワーは２人ずつで共有） 

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 大学の HP から 

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？ 

住居の契約に関して、特に問題はありませんでした。 

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 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？ 利用できる大学のサービスやオマハに関することなど、留学の際に必要な情報全般を幅広く扱い

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 ２０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？ 

在留届の申請。オンラインで簡単に出来ました。 

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？ 

日本で予防接種（MMR）とツベルクリン検査をしてきたので何も受けなくて大丈夫でした。しかし、予防接種をしていない場

合、また、予防接種をしていても、英文証明書がない留学生は、強制的にその場で予防接種とツベルクリン検査を受けなく

てはなりませんでした。 

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？ 

銀行口座は必要なかったので、開設していません。銀行口座がないことによる不便等も特に感じていないです。 

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？ 

プリペイド SIM を購入しました。オンラインで自動決済が可能なため、更新の際、店舗に行く必要がないと同時に、解約も簡

単に出来ます。  

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（４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？ 

満席の授業であっても、交換留学生ということで現地に到着してから履修登録が出来ました。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

交換留学生が授業を登録出来たのは、既に在籍している学生が登録した後でした。 

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？ 

 出発前に授業を登録しましたが、現地で変更しました。履修登録が開始してから数時間後に登録したのですが、どうしても

取りたかった授業が二つ満席でした。留学先に到着してからも毎日空席が出ないか確認したのですが、出ませんでした。そ

のため、直接履修に関する事務室に行き、「交換留学生であり、限られた短い期間しか在籍出来ない」「日本に帰ってから

では勉強できない科目であるため、どうしても履修したい」という内容を相談しました。事務の方が二つの授業の先生方のメ

ールアドレスを教えてくださり、メールにて先生方と直接連絡を取りました。どちらの授業の先生方も、すぐに履修許可コード

（満席の授業であっても許可コードがあれば履修登録が可能）を発行してくださり、現在履修することが出来ています。 

 日本で履修登録する際に満席で登録出来なくても、現地で直接相談することにより、満席の授業もほとんど履修可能にな

ると思います。満席ということで履修を諦める必要はないと思います。 

 



 

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 
睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 

8:00 
起床 起床 起床 起床 睡眠 睡眠 睡眠 

9:00 
準備 準備 準備 準備 起床 起床 起床 

10:00 
残っている課題な

ど 

授業 残っている課題

など 

授業 準備 準備 準備 

11:00 
授業 授業 授業 帰宅 ミーティング 自由 自由 

12:00 
授業 授業 授業 昼食 昼食 自由 課題 

13:00 
昼食 授業 昼食 自由 自由 自由 課題 

14:00 
授業 授業 授業 自由 自由 自由 課題 

15:00 
授業 帰宅、昼食 授業 自由 自由 自由 課題 

16:00 
帰宅 自由 帰宅 自由 自由 自由 課題 

17:00 
自由 自由 自由 自由 自由 自由 課題 

18:00 
自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 

19:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 自由 自由 夕食 

20:00 
課題 課題 課題 課題 自由 自由 課題 

21:00 
課題 課題 課題 課題 自由 自由 課題 

22:00 
課題 課題 課題 課題 自由 自由 課題 

23:00 
課題 課題 課題 課題 自由 自由 課題 

24:00 
課題 課題 課題 課題 自由 自由 自由 

 
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。 

 ネブラスカ大学オマハ校は、留学生の受け入れに非常に積極的です。先生方や事務の方々など大学の中だけに限らず、

大学外でもオマハは親切な方々ばかりです。ほとんどの授業が多くても２５人程度と、少人数制を採用しています。授業中、

授業に関係する事柄や、その日のニュース等、時事に関するコメントをすることが求められるため、予習復習と新聞を読むこ

とが不可欠です。寮は、大学構内に位置しています。目の前に図書館があり、授業が行われる教室まで歩いて５分から１０

分の場所にあります。 

 日本での生活と同じようにはいかないことも多く、まだ慣れない部分もありますが、留学生活を楽しんでおります。 

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。 

 大学の授業や課題、ゼミ、アルバイト、サークルなどで忙しい中で、TOEFL や IELTS の英語の試験に向けた勉強、出願や

面接のための準備をすることは非常に大変だと思います。また、英語の試験で思ようにスコアが取れなかったりすることもあ

るかと思います。しかし、留学が決まった時は今までの忙しかった日々や、英語の試験の勉強など、全てが報われた気がし

ました。そして現在、勉強だけに限らず、様々なバックグラウンドを持つ人々との交流など、日本では経験できない貴重な時

間を過ごすことが出来ています。 

 留学準備や英語の勉強、留学後の進路について、留学を経験した先輩や、国際教育事務室の方などに早めに相談し、

悩みを解消してください。辛いことも多いかと思いますが、本大学を目指す皆さんが、留学先として決まることを願っておりま

す。 

 


